宮崎県都城市・鹿児島でも開催いたします！
2022.10 〜 2023.1

ミミテック 2022 FALL & WINTER
開催地

札幌 東京 金沢 名古屋
大阪 福岡 宮崎県都城市 鹿児島
0564-58-1131

お問合せ

東京

10/30

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

150 歳長寿を実現する
病気知らずの若返り
食生活法

（土日祝を除く 10：00 ～ 17：00）

11/14

10 : 00 ～
（月） 18 : 00

大人のミミテック
能力開発セミナー 最新
セミナー
（潜在能力編）

1 /28

（土）

10 : 00 ～
18 : 00

究極の潜在能力
開発セミナー
（入門編・人間と魂と宇宙）

講

師

松井 和義
一部のセミナー再受講
の方は割引いたします。

1 /29

（日）

究極の潜在能力
開発セミナー
（Part2・宇宙人類の歴史）

会場：板橋区立文化会館

会場：板橋区立文化会館

会場：板橋区立文化会館

会場：板橋区立文化会館

「第２会議室」

「第１会議室」

「第２会議室」

「第２会議室」

11/12

10 : 00 ～
（土） 18 : 00

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの 最新
セミナー
真相と解毒法

12/17

10 : 00 ～
（土） 18 : 00

新型コロナ感染、ガン、
生活習慣病におさらば
『超・免疫革命』

会場：板橋区立文化会館

会場：板橋区立文化会館

「第１会議室」

「第２会議室」

11/13

12/18

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

大人のミミテック
能力開発セミナー
（基本編）

10 : 00 ～
18 : 00

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

大人のミミテック
能力開発セミナー 最新
セミナー
（潜在能力編）

会場：板橋区立文化会館

会場：板橋区立文化会館

「第１会議室」

「第２会議室」

東京の会場

鹿児島

板橋区立文化会館

東京都板橋区大山東町 51-1
TEL 03-3579-2222

◎東武東上線「大山」駅 北口
から徒歩約 3 分
◎都営三田線「板橋区役所前」駅
A3 出口から徒歩約 7 分

宮崎県都城市

10/15

10 : 00 ～
（土） 13 : 00

最強のウイルス感染症対策！
樹齢千年木・森の香り精油で
超免疫力アップ
会場：都城市林業総合センター

10/15

14 : 00 ～
（土） 18 : 00

丹田強化若返り
筋力トレーニング法
会場：都城市林業総合センター

10/16

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

200 歳長寿を実現する
意識革命と超極小生命体
ソマチッド
会場：都城市コミュニティセンター
「１階」

都城市の会場 都城市林業総合センター

宮崎県宮崎市早鈴町 1866-69

10/14

10 : 00 ～
（金） 18 : 00

手作り酵素と腸・血管の
免疫力強化食セミナー
会場：鹿児島市
国際交流センター
「２階

研修室第２」

特別
開催

宮崎県都城市、鹿児島会場の
地図につきましては、下記まで
お問い合わせください。
株式会社ミミテック

0564-58-1131

1

セミナースケジュール 札幌 東京 金沢 名古屋 大阪 福岡 宮崎県都城市 鹿児島

1 /21

大阪

11/20

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

究極の潜在能力
開発セミナー
（入門編・人間と魂と宇宙）
会場：ココプラザ

（土）

12/10

12/11

10 : 00 ～
（土） 18 : 00

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの 最新
セミナー
真相と解毒法

究極の潜在能力
開発セミナー
（Part2・宇宙人類の歴史）
会場：ココプラザ

「会議室８０１」

会場：ココプラザ

「会議室８０３」

「会議室７０１」

大阪の会場
大阪市立青少年センター
ココプラザ

金沢

10 : 00 ～
18 : 00

150 歳長寿を実現する
病気知らずの
若返り食生活法
会場：ココプラザ
「部屋未定」

1 /22

（日）

10 : 00 ～
18 : 00

新型コロナ感染、ガン、
生活習慣病におさらば
「超・免疫革命」
会場：ココプラザ
「会議室８０３」

大阪府大阪市東淀川区
東中島 1-13-13
TEL 06-6370-5421

◎ JR「新大阪駅」東口より
徒歩約 4 分

札幌

北鉄金沢駅

金沢の会場
金沢勤労者プラザ
石川県金沢市北安江３丁目 2-20
◎ JR「金沢駅」西口より徒歩 10 分
◎北陸鉄道バス 笠舞駅西線「勤労者プラザ前」徒歩０分
錦町粟崎線、内灘線「北安江」徒歩２分
◎駐車場 1 時間無料、以後 1 時間ごと 100 円

12/ 3

声と身体の若返りの秘訣
「丹田発声・呼吸法」で
120 歳現役
会場：金沢勤労者プラザ
「 １０２研修室 」

（日）

「１０２研修室 」

開発セミナー
（入門編・人間と魂と宇宙）

10/ 9

（日）

9 : 30 ～
17 : 00

札幌の会場
楽学の森
北海道札幌市北区屯田 9 条 10 丁目 8-15

究極の潜在能力

10 : 00 ～
18 : 00

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの 最新
セミナー
真相と解毒法

10/10

10 : 00 ～
（月・祝）18 : 00

大人のミミテック
能力開発セミナー 最新
セミナー
（潜在能力編）
会場：楽学の森

2

10 : 00 ～
18 : 00

会場：楽学の森

大人のミミテック
能力開発セミナー 最新
セミナー
（潜在能力編）
会場：金沢勤労者プラザ

（土）

会場：楽学の森

10 : 00 ～
（土） 18 : 00

12/ 4

10/ 8

TEL 011-774-8657
◎車をご利用の場合：
屯田 8 条１０丁目のホクレンショップから
防風林に向かってすぐです。

◎遠方から JR でお越しの方：
地下鉄「麻生」駅または「栄町」駅までお迎えに上がります。
前もってご連絡ください。
ご連絡先：011-774-8657

https://www.mimitech.com

名古屋

各セミナーとも、定員になり次第、締め切らせていただきます。

10/22

11/23

9 : 30 ～
（土） 17 : 00

10 : 00 ～
（水・祝）18 : 00

150 歳長寿を実現する
病気知らずの
若返り食生活法

会場：日本特殊陶業市民会館

「第３研修室」

10/23

会場：日本ガイシフォーラム

10 : 00 ～
（月）18 : 00

究極の潜在能力
開発セミナー
（Part2・宇宙人類の歴史）

11/26

最強のウイルス感染症対策！
樹齢千年木・森の香り精油で
超免疫力アップ

日本ガイシ
フォーラム
愛知県名古屋市
南区東又兵ヱ町
5-1-16
TEL 052-614-3131

◎ JR「笠寺駅」
徒歩約 3 分

11/26

14 : 00 ～
（土） 18 : 00

◎名鉄本線
「本笠寺駅」
徒歩約 15 分

丹田強化若返り

◎駐車場
終日 500 円

筋力トレーニング法
会場：日本特殊陶業市民会館
「第２会議室」

名古屋の会場②
日本特殊陶業市民会館

究極の潜在能力
開発セミナー
（Part2・宇宙人類の歴史）

TEL 052-331-2141

会場：日本特殊陶業市民会館

市バス

◎ JR 東海道本線・
ターミナル
19
中央本線
「金山駅」徒歩 5 分
アスナ
ル金山
◎ JR 名鉄名古屋本線
「金山駅」徒歩 5 分
JR
金山総合
◎ JR 地下鉄名城線
駅
名鉄名古
「金山駅」徒歩 3 分
屋本線
JR 東海
（地下連絡通路あり）
道本線
◎ JR 市バス「金山」
徒歩 3 分

)

「第２会議室」

愛知県名古屋市中区
金山一丁目 5 番 1 号

日本特集陶業
市民会館

福岡の会場
ももちパレス
ももち文化センター
福岡県福岡市早良区百道 2-3-15
TEL 092-851-4511

◎地下鉄「藤崎駅」
２番出口より徒歩１分
◎施設駐車場台数 80 台

1/7

（土）

1/8

（日）

大津通

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

伏見通 国
(道 号

11/27

福岡

名古屋の
会場①

名城線

「第３研修室」

「第２会議室」

地下鉄

会場：日本ガイシフォーラム

会場：日本特殊陶業市民会館

10 : 00 ～
（土） 13 : 00

「第２会議室」

10/24

10 : 00 ～
18 : 00

大人のミミテック
能力開発セミナー 最新
セミナー
（潜在能力編）

「第２会議室」

会場：日本特殊陶業市民会館

「第３研修室」

（日）

通︶
陸橋 から直
寺駅
︵笠

究極の潜在能力
開発セミナー
（入門編・人間と魂と宇宙）

1 /15

10 : 00 ～
18 : 00

会場：日本特殊陶業市民会館

「第２会議室」

10 : 00 ～
（日） 18 : 00

（土）

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの 最新
セミナー
真相と解毒法

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの 最新
セミナー
真相と解毒法

会場：日本ガイシフォーラム

1 /14

本線

中央

10 : 00 ～
18 : 00

究極の潜在能力
開発セミナー
（入門編・人間と魂と宇宙）
会場：ももちパレス文化センター

10 : 00 ～
18 : 00

150 歳長寿を実現する
病気知らずの
若返り食生活法
会場：ももちパレス文化センター

1/9

（月・祝）

10 : 00 ～
18 : 00

究極の潜在能力
開発セミナー
（Part2・宇宙人類の歴史）
会場：ももちパレス文化センター

3

眠っている右脳と潜在意識の脳力までも

中学・高校・大学

引き出す驚異的な学習法
中学受験や高校受験、大学受験を控えている方、学校の試験でなかなかい

受験対策 親子 & 大人の

い成績がとれず悩んでいる方、学校の授業にまったくついていけず困って
いる、という方々に大変オススメなセミナーです。

４.５

資格取得セミナー

時間

ミミテックメソッド学習法は、誰にでも可能で、すぐに実践できる画期的
な学習法です。脳力の３％しか使えない学校や学習塾の左脳偏重学習と違
い、ミミテックメソッド学習法は、左右両脳と潜在意識脳をフル稼働させ
る驚異的な学習法で、短期間に成績大幅アップを可能にします。
セミナーでは、受験や試験で要となる英語力や国語力の向上、古典、現代
国語、英語、社会、理科などの具体的なミミテック学習法を実際に体験で

１

国語力を鍛える

国語力こそ全教科と人間力の基本です。
短期間に国語力を飛躍させる「音読＋高速学習」
①てにをは音読
②高速聴き速読学習
③音読書き漢字学習
④小学生や国語が苦手な中学生の一音一音読法

２

古典脳をつくる

1 か月でも古典脳が出来上がり、古典が大得
意になる「一音一音読法」

３

ネイティブな英語に

小中学生が短期間にリスニング力、長文読解
力、
ネイティブ英語力を身につける「中学英語」
学習法

４

きます。

英語を得意科目に

◎対象の方：小学高学年、中学生、高校生、大学生、大人の資格取得

3 か月で英語偏差値が 25 アップする「大学
受験英語」学習法

５

◎費用：3000 円（ご家族１組あたり・当日会場にて）

学習障害を克服

学習障害で落ちこぼれていた小中学生が、一
音一音読法で１か月～１年で国語力がつき、
クラス上位やトップへ大変身

６

3 か月で偏差値 20 向上

１～３か月で社会・理科の偏差値を 20 アッ
プさせる「ストーリー音読＋反復音読＋高速
聴き」学習法

７

◎お時間：４.5 時間（休憩・質疑応答含む）

国家資格を短期取得

個別
相談

親子受験対策セミナーの日程が合わず、使い方や学
習のしかたなどを直接聞いてみたい方は、ご連絡い
ただけましたらスケジュールを調整の上、本社岡崎
市にて個別指導いたします。
全国のセミナー開催地でも、セミナー終了後などに
時間がとれる場合もございますので、お気軽にご相
談ください。完全予約制です。

※日程、お時間等はご相談させていただきます。
〇費用：3000 円（ご家族１組あたり）
〇担当：ミミテックメソッド開発者 松井和義
〇会場：本社（愛知県 岡崎市）、セミナー開催地
●お問合せ： 0120-31-0932

10 倍速く
マスターできる

ネイティブ英語が

ミミテック英語学習法

スン料のかかる英会話スクールへ通っても、ネ

猛スピードで身につく
従来の学校での左脳型英語学習や、高額なレッ

３
時間

イティブな英会話力はいつまで経っても身につ
かないのが現実です。
日本人は世界一英語マスターが苦手な国民です。

◎対象 / 学生～社会人

その原因は①英語スペルと文法からマスターす

◎聴講時間 / 約３時間（休憩・質疑応答含む）

る学校英語学習法の間違い

◎費用 / おひとり様 ３,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

語を聞き取る日本人の耳（英語耳）ができて

１

英語耳、英語口をつくる

２

いない
英語脳をつくる

②世界一高音の英

③日本語脳の中で英語を学ぶためにい

つまでたっても無意識に働く英語脳ができない
からです。

高音域強調のミミテックサウンド（学習

音読学習器で英単文の一語一音読するこ

器や英語 CD）でその場からネイティブ英

とや、英単語や英単文を１倍速、２倍速、

語を聞き取り「英語耳」を作り、ネイティ

３倍速で 10 回以上繰り返し聞き、反復

ブ英語を聞き、即口真似て繰り返し学習

音読することで「英語脳」を作ります。「日

り上げます。

することでネイティブな英語発音の「英

常実践英語」「中学英語」CD と音読学習

ミミテック英語学習法なら、同年代の人より 10

語口」を作ります。

器を使って体験学習も行います。

倍速く、ネイティブ発音の英会話が身につきま

ミミテック 英語学習法はこれらすべてをクリ
アーし、英語耳、英語口、英語脳をいっきに作

す。自宅で一人でレッスンできて、右脳開発に
もつながります。

4

丹田強化トレーニングで

丹田強化若返り

強靭な意志力と肉体作り！

筋力トレーニング法

丹田呼吸と丹田発声で免疫力アップ！

３
時間

※実践体験できます。

◎対象 / どなたでも

ミトコンドリアと丹田を鍛えて若返り、ウエスト
93cm、体脂肪 27% のメタボ体型の生活習慣病か
ら、実質１年でウエスト 73cm、体脂肪 10%、身
体能力年齢 28 才（現在 69 才でも維持）に回復
した松井式筋力トレーニング法。丹田強化で強靭

◎聴講時間 / 約３時間（休憩・質疑応答含む）

な意志力と腸脳による直感力の開発をします。丹

◎費用 / おひとり様 ３,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

田発声呼吸法トレーニングを行います。

１

丹田強化トレーニング

丹田強化トレーニング（丹田斜め腹筋法、
丹田スクワット、丹田ウォーキング、３ス
テップの丹田呼吸法、丹田発声法、丹田ス
トレッチ）〇体幹トレーニング〇脳幹ト

２

松井式ストレッチボード丹田軸強化法

・いつまでも若々しい姿勢と声をつくる
足首・アキレス腱・ふくらはぎ・
ハムストリングス（大腿）・腰・丹田・
体幹・肩甲骨・脳幹を鍛え全身の丹田軸を作る

レーニング

最強のウイルス感染症対策！
樹齢千年木・森の香り精油で
超免疫力アップ

３
時間

◎対象 / どなたでも
◎聴講時間 / 約３時間（休憩・質疑応答含む）
◎費用 / おひとり様 ３,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

世界で日本に飲み自生する木曽桧・青森ひば・日本杉等の樹
齢千年木「森の香り精油」が有する世界一の３大パワーがも
たらす奇跡の免疫力と生命力アップ！
❶アロマテラピー（癒し）パワー
❷フィトンチッド（殺菌・抗ウイルス、防カビ）パワー
❸数億年以上前の原始ソマチッドパワーで最強の免疫力
と生命力

室内や空間、人体内をウイルスや病
原菌、腐敗菌、カビ菌から守り、最
強の免疫力と生命力をもたらす健康
長寿の秘訣

原始ソマチッド &
フィトンチッドパワーが
もたらす健康作用
抗インフル・コロナ各種ウイルス、病原菌・腐
敗菌除菌、防カビ、防虫、強力根本消臭、快眠・
癒し・脳内活性、認知症改善、抗ガン、アレル
ギー対策（ぜんそく、アトピー、花粉症）、体
内毒排出（デトックス）
樹齢数百年～千年の国有林の木曽ヒノキ、青森ヒバ、
コウヤマキ等 35 種類の樹木から抽出した「森の香り
精油」が、ウイルス、病原菌、カビ、有害物質から私
達の心身を守ります。スピード消臭・除菌をしながら、
私たちに癒し効果や快眠をもたらす安心安全な植物精
油を役立ててみませんか。

※普及員（代理店）希望者も募っています！
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脳力を目覚めさせるミミテック学習器活用法

大人のミミテック

左脳だけでは、脳力の３％も使えていません。ミ
ミテックメソッドで眠っている右脳を開発します。

能力開発セミナー

右脳回路を活用すると、深層脳に潜む様々な潜在

基本編

８
時間

ロン（神経細胞）を活性化し、年齢と共に進化発
達し続ける脳へ。脳が活性化すると、物忘れ・ボ
ケ防止などに効果的です。ミミテック学習器を活
用した脳の活性化方法を大充実の内容でお伝えし

◎対象 / どなたでも

ます。

◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）
◎費用 / おひとり様 7,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

１

能力を発揮できます。記憶の脳「海馬」と脳のニュー

２

ミミテックメソッド

脳科学が解明した脳のメカニズムとミミ
テックパワーの秘訣。
自分の声を間脳へフィードバックさせるこ
とで、頭脳の若返り、長期記憶力、イメー
ジ力、直感力、インスピレーション、創造力、
テレパシー能力、予知能力などを開発する
ミミテックメソッド。

※再受講は 4,000 円で受講できます。

５

脳の活性化

ミミテックやミミテックサウンド CD を聴く
だけで、脳の活性化と高速回転頭脳が開発さ
れる。

３

英語マスター法

10 倍速くマスターできるミミテック英語学
習法。

４

旧：脳と身体の能力開発セミナー PART1 です。

丹田音読法

丹田音読法で言霊パワーと丹力（強靭な意
志力）、丹田発声、丹田呼吸を身につける。

６

各種資格取得

ミミテックメソッドで短期間に各種資格取
得。司法試験、宅建主任、税理士、昇進試
験、社労士など。

高速回転頭脳と速読

高速国語教材で、高速回転頭脳と簡単に習
得できる 5 倍速の速読法。

大人のミミテック

最新
セミナー

潜在脳力を目覚めさせるミミテック学習器活用法
顕在意識上の能力開発を越え、潜在意識を活用した
能力開発が潜在能力開発です。三次元世界レベルの

能力開発セミナー

能力開発に対して、潜在能力開発は、四次元世界以

潜在能力編

８
時間

上の周波数の高い想念エネルギーと魂や宇宙情報を
引き出し活用することで実現できます。
今、地球は三次元から五次元へ移行中です。そのた
め、五次元意識に覚醒すれば、四次元の想念エネル

◎対象 / どなたでも

ギーをコントロールでき、時間や空間を加速させ、

◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）
◎費用 / おひとり様 7,000 円（当日会場にて）
子ども・学生：無料

１

四次元世界と
三次元世界の関係性と仕組み

三次元の物質的世界を越えた周波数の高い想念
エネルギーの世界が四次元世界です。四次元世
界はアストラル界 ( 想念界 ) とも言い、三次元の
原因の世界です。つまり、四次元世界が現象化
した世界が人間が認識し存在している三次元世
界です。

２

自己実現や潜在能力を開発しやすくなりました。

３

夢をかなえる自己実現法

・イメージトレーニングと
ミミテックアファーメーションの仕方
・スポーツ、受験資格取得、仕事、健康、美・若さ・健康
・目標達成プログラムの作り方

４

睡眠時の潜在意識を
活用した目標達成

・潜在意識の特徴
・睡眠の目的

魔法の言葉でセルフコーチング

記憶の整理、定着、統合
魂がエネルギー充填、スピリットや分霊と情報交換
魂レベルで様々な学習や体験
・睡眠中の夢の活用による潜在能力開発
明晰夢を開発する夢日記トレーニング法
予知夢 ( 個人的予知夢、社会的出来事や自然災害 )
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５

真我覚醒トレーニング

・ネガティブブロックを外すミミテック内省法、
ミミテック内観法
・メンタルトレーニング
・トラウマの解消法
・カルマの解消法

６

四次元世界＝想念界 ( アストラル
界 ) 体験とコントロールのしかた

７

丹田呼吸瞑想睡眠でア
ストラルトラベル

若返り食生活の秘訣、
「酵素・補酵素」

150 歳長寿を実現する

「ミトコンドリア」
「腸内細菌」
「手作り酵素」
で 150 歳長寿を実現する

病気知らずの若返り

手作り酵素の解説もあります。
縄文時代は生食中心に１日１食未満、弥生時代から稲作

８

食生活法セミナー

で加熱食中心に１日１食、江戸元禄時代から１日２食、
戦後からは３食へさらに飽食化しました。

時間

しかも、米国から入ってきた肉製品中心の食の欧米化。
農薬、除草剤、合成食品添加物、加工食品、ジャンクフー

◎対象 / どなたでも

◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）※再受講は 4,000 円で受講できます。 ド、
医薬品など化学物質毒まみれの食生活になりました。
◎費用 / おひとり様 ７,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料
その飽食と化学物質まみれで人体細胞、血管、神経細胞

１

炭水化物（白米、砂糖）、肉、油の間違っ
た摂り過ぎがもたらした生活習慣病（ガン、
糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞）。
若さと健康を回復する正しい炭水化物、タ
ンパク質、油の摂り方。

２

３

病気知らずの食生活

疾患、３割が心臓や脳の血管疾患、１割がうつ病、認知
症などの現代生活習慣病になっています。食生活を正す

悪玉腸内細菌増加による腸内腐敗がもた
らしたガン、アレルギー、うつ病、心筋
梗塞、脳梗塞。善玉腸内細菌を増やす食
物繊維と食生活のポイント。

４

ミトコンドリア活性化と
手作り酵素で５割寿命アップ

代謝力のキーである酵素・補酵素（ビタミ
ン、ミネラル）、抗酸化物質（フィトケミカ
ル）の極端な不足がもたらした各種現代病。
ミトコンドリアを活性化させ長寿遺伝子
のスイッチを ON にし、５割寿命を延ばす
７大秘訣。
①少食 ②丹田呼吸 ③抗酸化物質 ④
酵素 ⑤補酵素 ⑥珪素 ⑦有酸素運動

は悲鳴を上げています。国民の５割がガンとアレルギー

善玉腸内細菌で超健康

事で病気とは無縁になり、さらに長寿遺伝子のスイッチ
を ON にすれば、若々しく 150 歳長寿を実現できます。

化学物質をデドックス

ガンや神経障害をもたらす化学物質。合
成 食 品 添 加 物（ カ ロ リ ー ゼ ロ 人 工 甘 味
料・・・）、農薬、除草剤、放射性物質が
DNA を傷つけガン化させる。化学物質や
毒素を排出（デトックス）する方法。

５

市販酵素は加熱殺菌で酵素は破壊されてい
る。
手作り酵素は生きた酵素で善玉腸内細菌を
増やし、腸内環境を整え、血液をきれいに
し、健康の基本を作り上げる。

西洋医学の発達は、救急医療と病原菌による

新型コロナ感染、ガン、
生活習慣病におさらば
『超・免疫革命』

新
セミナー

感染症治療には、画期的な貢献をもたらしま
した。しかし、ウイルスによる感染症や戦後
生じたガン、脳梗塞や心筋梗塞などの血管性
疾患、糖尿病、腎臓病、うつ病、アレルギー

８
時間

◎対象 / どなたでも
◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む） ※再受講は 4,000 円で受講できます。
◎費用 / おひとり様 ７,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

１

ウイルス感染症

（インフルエンザ、コロナウイルス、風邪等）

３

脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、腎臓病、
４
認知症、パーキンソン病

免疫細胞、腸管免疫力、体外環境免疫力の強化

・炭水化物とトランス脂肪酸の摂り過ぎ、ストレ

と心の免疫力の強化が最大の対策

スの蓄積が原因

２

ガンの原因と予防、
ガンは自分で治せる

・免疫力を低下させる３大ガン治療法（抗ガン剤、
手術、放射線治療）の危険性と限界
・発ガンの原因は①心身のストレス②動物性タン
パク質とトランス脂肪酸と化学物質の摂り過ぎ
が生んだ血液の汚れやミトコンドリアの不活性
・生き方や心の持ち方、丹田呼吸法、食の改善で

・血管を若返らせ血液をきれいにし、心身のスト
レス解消が予防と根本治療となる

４

手作り酵素で
生きた酵素パワー

アレルギー性疾患、自己免疫疾患（関節リ
ウマチ、膠原病、潰瘍性大腸炎）、うつ病

・動物性タンパク質と化学物質の過剰摂取が引き
起こす腸内腐敗と精神的ストレスが根本的原因

性疾患、認知症などの現代生活習慣病には、
まったく無力です。その結果、我が国は、国
民の５割が発症する世界一のガン超大国に
なってしまいました。その原因は、西洋医
学には、病気になる本質的原因の研究と病気
にならない予防医学の考え方がまったく欠如
しているからです。それどころか、石油から
化学合成された医薬品で病気の症状を抑える
だけの対症療法のみのため、毒性を持つ医薬
品漬けが原因での副作用と体内蓄積が新たな
様々な病気を生み出す負のサイクルに陥って
しまいました。
コロナやインフルエンザウイルスに強く、ガ
ンにも生活習慣病にもならない「心と肉体の
超免疫力」を身につける『超・免疫革命』の
時代が到来しました。

・自律神経を整え、腸をきれいにすることで解消

ガンは消える
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最新
セミナー

免疫を破壊する
遺伝子ワクチンの
真相と解毒法
◎対象 / どなたでも

８

時間

◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）

に数人未満に対して、新型コロナ遺伝子ワクチン

◎費用 / おひとり様 7,000 円（当日会場にて）
子ども・学生：無料

接種による死者は厚労省に現場医師から、報告さ
れているだけで 1600 人 (2022 年月５月現在 ) です。

米国での新型コロナ遺伝子ワクチン接種率は最

都合の悪いことは現場の医師が報告しないため

初から６割です。何故かは日本ではメディアはいっ

に、実際にはその 10 倍以上、つまり１万数千人以

さい報道していません。熱心なトランプ支持者 ( 国

上の死者や数万人の重篤が出ています。20 才前後

民の４割 ) が遺伝子

の若者には 85％の強い副作用がでています。その

ワクチンに反対だからです。また米国の軍人の８

うえ、高齢者施設に入居している後期高齢者では

割がワクチン反対で接種していません。ファイザー

ワクチン接種者の１割～３割が死亡していますが、

社、モデルナ社、アストラ・ゼネカ社の社員も幹

一人も厚労省に報告されていません。ワクチン接

部も皆、接種していません。メディアに登場する

種後、ガンの発生や再発によるガン死した人や原

ワクチン接種した政治家や御用学者のワクチン成

因不明の突然死も含めば、さらに 10 万人近い人々

分は生理食塩水でワクチンではありません。知ら

がワクチン接種が原因で死亡しています。厚労省

ぬは毎日、テレビ報道だけにドップリ浸った中高

はワクチンとの因果関係は不明として 1 人もワク

年層です。

チンが原因で死亡したとは認めていません。これ

感染予防と言いながら、早くからワクチン接種
が進んだイスラエル、イギリス、ドイツ、米国、

が実態です。
新型コロナ感染で重症化し死亡する実数 ( 真実の

フランスなどは第６波が第５波以上に感染者が増

死者数 ) より多いのがワクチンで死亡した実数で

加し、多くがブレークスルー感染でした。我が国

す。米国での妊婦のワクチン接種で 82％が流産し

でも、圧倒的にブレークスルー感染が感染者を占

たデータが示すように、日本でも重篤も強い副作

めています。

用も男性の３倍近く女性に出ています。

２回のワクチン接種した人が最も多く再感染し
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ているのが現実です。逆に接種しない人のほうが

新型コロナウイルスに感染しても、ほとんど症

感染しにくいという真逆現象が世界で起きていま

状が出ず、一生涯持つ強い自然免疫抗体が獲得で

す。ハッキリ言えば、ワクチンは感染予防どころ

きるのが子どもや若者です。逆にワクチン接種で

か逆に免疫力を低下させ、再感染の種蒔きをして

子どもや若者にも多くの死者や強い副作用が出て

います。おまけに、ワクチンが進めば進むほど生

います。ワクチン接種が原因で死亡、重篤、寝た

残りをかけたウイルスは変異し続け、より強力に、

きり、納まらない副作用の原因は、ワクチンで筋

しかもターゲットを若い層へと感染力を拡大して

肉組織へ打ち込まれたトゲ（スパイク）タンパク

います。インドのデルタ株がそうでした。今回の

のｍＲＮＡ（遺伝子設計図）によりトゲタンパク

南アフリカのオミクロン変異株もそうです。

が体内で生産され続け、トゲタンパクが全身の血

一方、年間 4000 万人接種するインフルエンザワ

管内に突き刺さって（合体）
、血栓ができるためで

クチンによる死者 ( ワクチン副作用犠牲者 ) が年間

す。血管の多い器官や臓器がダメージを受け、心

筋炎、脳梗塞、クモ膜下出血、神経障害、脳障害、
腎臓や肝臓や膵臓などの障害、失明や視力低下、
血流障害による急激な老化現象が生じた結果です。

２部

遺伝子ワクチンは免疫を破壊するものだった！
その狙いと真相

１．従来の鶏卵培養法ワクチンの問題点

これらはワクチン接種後の直接の副作用としての

・年間４０００万人インフルエンザワクチン接種者の中で

数ヶ月以内に生じる一次被害です。

１０００万人がインフルエンザに感染し、ワクチン接種をしない

ところが、その後生じる二次被害が①ガンの再
発や新たなガンの発生と数十倍スピードのガン増
殖とガン死②自己免疫疾患による突然死③トゲタ
ンパク製造工場となったワクチン接種者がトゲタ
ンパクをシェディング（排出）して家庭や職場、
学校で周囲の赤ちゃんや子どもワクチン未接種者
及ぼす被害です。その上、下等なコロナウイルス
のスパイク（トゲ）タンパクの遺伝子ｍＲＮＡを
筋肉細胞に打ち込み、人間のＤＮＡが改変（人間
の遺伝子組み換え大実験）され、今後生まれる新
生児への影響は今後、数年、10 数年経たないと分
かりません。これが第３次被害です。2023 年５月

人が感染しないという真逆な矛盾した現実
・０才児ワクチン接種で、１割の子どもが発達障害になっている
現実
・子宮頸ガンワクチン被害による 130 人集団訴訟の現実

２．新型コロナウイルス出現後、わずか 10 ヶ月間で
でき上った遺伝子ワクチンの謎
・遺伝子ワクチン開発のファイザー社ワイズマン博士、モデルナ
社カリコ博士の論文によって明らかになったことは、数年以上か
けた開発と多種類の化学毒物質の混入
・新型コロナウイルス出現より１０年以上前から研究開発し作ら
れた遺伝子ワクチンだった
・ワクチンに仕込まれた脂質ナノ粒子、ポリエチレングリコール
(PEG)、酸化グラフェンなどの化学毒が長期間体内残留し、副作用
と様々な病気をもたらす。

３．肩筋肉注射により大量生産される新型コロナウイルスの
スパイク ( トゲ ) タンパクによる被害の真相

２日までは完成ワクチンではなく、あくまで治験

・若い人、スポーツ選手、筋肉の多い人ほどワクチン接種で大量

( 人間実験 ) 中ワクチンのため、
ファイザー社はいっ

のトゲタンパクが作られます。トゲタンパクが血管に突き刺さり

さい製造責任は負いません。
遺伝子ワクチンを接種しないことは当然ですが、
既に接種してしまった方は、二度と接種しないこ

大量の血栓が生じ、強い副作用、重篤、死亡者の犠牲者が多発し
ています。
・基礎疾患のある人、高齢者も合わせて１万人以上がワクチン接
種で死亡、数万人以上の重篤、男性の３倍もの副作用が女性に
多発

とです。接種してしまった人には様々な化学毒物

・ブレークスルー感染とは名ばかり。真実は人間の免疫システム

質が長く蓄積され続けます。これを如何に排毒（デ

が破壊され、接種すればするほど感染しやすくなっている。感染

トックス）するか、また体内に増え続けるスパイ
ク（トゲ）タンパクを如何に分解するかが必要不
可欠です。その解毒法をセミナーで紹介します。

予防にはまったくなっていないのが全世界の現実

４．
３段階のワクチン被害の危険性
短期 ( 当日～１ヶ月 ) 被害
スパイク ( トゲ ) タンパクと有害な化学毒物質による強い副作
用、サイトカインストーム（免疫暴走）による死亡や重篤

１部

新型コロナウイルス出現の宇宙的背景と目的

１．世界的なパンデミックになった理由

中期 ( 数ヶ月～数年以内 ) 被害
体内に蓄積されたワクチン毒（化学物質）がもたらす病気、体
内で作られ蓄積されつづけるスパイク（トゲ）タンパクを突然、
免疫細胞が攻撃して発症する、自己免疫疾患による原因不明の突

毎年冬に流行するインフルエンザで施設に入所している後期高齢

然死

者が毎年３０００人～１万人、肺炎で死亡しています。ところが、

長期 ( 数年～ 10 数年 ) 被害

新型コロナウイルス感染は基礎疾患を抱えた働き盛りの中高年が
多く重篤になり死亡するのが特徴、特に欧米は日本の数十倍の死
者が出ています。そのため世界中が医療ひっぱくでパンデミック
になりました。

２．新型コロナウイルスは、特別な宇宙の意志が働いており、
人の心と世の中の浄化を目的に出現したものです
「三六九 ( ミロク ) の世の前に五六七 ( コロナ ) が来る」とい
う日月神示の予言通り、子の年 (2020 年 ) 新春に新型コロナウイ
ルスは来ました。ミロクの世とは弥勒の世 ( 愛と調和に基づいた
５次元地球 ) を表しています。ミロクの世に人々が目覚めるまで、
新型コロナウイルスは変異し続けます。

３．新型コロナウイルスからの警告
新型コロナウイルスに感染しやすく重症化しやすい人は精神的ス

スパイク（トゲ）タンパクの mRNA が人間の DNA へ逆転写し、
生じる DNA の改変がもたらす成長期の子どもへの遺伝的影響。
接種した親からの新生児への遺伝的影響。人類史上経験のない、
初の人類遺伝子組み換え大実験が行なわれている。遺伝的影響は
「やってみないと分からない？」とはメーカーの意見！

３部

遺伝子ワクチンに混入された化学物質毒の解毒と
蓄積され続けるトゲタンパクの分解法

１．細胞内に蓄積された化学物質毒は細胞内に多数存在する
代謝エネルギー生産器官であるミトコンドリアの活性化で
排毒される
・ミトコンドリアを増やし、活性化させる秘訣

トレス ( 心配、不安、恐れ、執着心、エゴの強い人 ) と基礎疾患

２．スパイク（トゲ）タンパクの分解は原始ソマチッドが行

を持つ人、免疫力が非常に低下している人

なう

４．子ども、若者、ポジティブで健康な人は感染してもほと

・原始ソマチッドを体内へのとり入れる方法と活性化させる秘訣

んど症状は出ないか、軽い症状で済み、、新型コロナウイル
スにより自然免疫が強化され DNA が進化する
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若さ・健康の 200 歳長寿をもたらす
最強の生命力と免疫力の秘訣は
超極小生命体ソマチッドにあった！

200 歳長寿を実現する
意識革命と超極小生命体

８

ソマチッド
１

第１部

ソマチッドとは

第１部
生命力の源・超極小生命体
「ソマチッド」とは？

解説

１．現代先端科学で解き明かされた１５０歳長寿の
鍵は少食による

「ミトコンドリア」活性化による

長寿遺伝子サーチュインのスイッチオン！
２．宇宙意識と宇宙エネルギー（気）に共鳴した時、
生命力の源「超極小生命体ソマチッド」がすべての
病気を克服し、２００歳長寿時代を切り開く。
３．生命力の源「超極小生命体ソマチッド」の特徴

◎対象 / どなたでも

時間

２

◎聴講時間 / 約８時間（休憩・質疑応答含む）
◎費用 / おひとり様 7,000 円（当日会場にて）
子ども・学生：無料

※別途費用 1,500 円で、位相差顕微鏡にて
血液実験の体験ができます。
（何度でも可）

第２部

ソマチッド体験

第２部
ソマチッド体験
セミナー当日、ご自分の血液を位相差顕微鏡で観
察し、健康状態を知ることができます。血液中の
赤血球の状態、ガンなど生活習慣病の原因である
変性不良タンパクの存在状態、ソマチッドの量や
活性化度合いなど画像で確認判断できます。

※再受講は 4,000 円で受講できます。

講師

第３部
ソマチッドの活性化と赤血球・血液の改善体験
一人一人、その場で希望のセッション後のソマチッド体験ができます。

声と身体の若返りの秘訣
「丹田発声・呼吸法」で

８
※再受講は 5,000 円で受講できます。

◎費用 / おひとり様 ８,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料

「精神的ストレス」こそ、生活習慣病（ガン、糖尿病、うつ病、認知症…）の本質
的最大原因です。ストレスの連続は、呼吸を浅くし、低酸素、低体温、自律神経
失調症、ホルモンバランス崩壊、血液の汚れ、免疫力低下等を招きます。最強の
ストレス対策こそ丹田呼吸にあります。
1 分間に 20 回呼吸のねずみが、3 ～ 4 年の短命に対し、1 分間に 2 回呼吸の亀は
50 年長寿です。この差は、呼吸の深

★ 講 師 紹 介 ★

さと回数にあります。人間も同様で

新型コロナ感染を防ぐ
肺免疫力を強化する丹田呼吸
第1部

・丹田呼吸を日常化させる秘訣が丹田発声法
・丹田呼吸でストレスを根本から解消
・ガンの根本的原因と予防・改善法
・うつ病・生活習慣病の本当の原因と
・丹田呼吸トレーニング
・丹田発声トレーニング
・ストレッチボード丹田強化トレーニング
・丹田強化ストレッチ

第2部
声と人生が変わる
Satomi 式丹田ボイストレーニング
……トーク・実践体験
・ストレッチ
（足首、膝、ハムストリングス、骨盤、脇、
肩甲骨、首、表情筋、口輪筋、舌）
・基本の姿勢づくり（立位、座位）

す。日常の呼吸が無意識に深くなる

・呼吸法（胸式、腹式、丹田）

秘訣が丹田発声法の習慣化にありま

・丹田発声法
（声帯の筋トレ、声のコントロール、母音の

す。丹田基軸姿勢作りトレーニング
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松井和義

最強の予防法

◎聴講時間 / 約８時間（休憩・質疑応答含む）

ストレーニング（発声法）を行います。

ミミテックメソッド開発者 / 実践脳科学提唱者

………講義・実践体験

◎対象 / どなたでも

その場で声が若返る Satomi 式ボイ

波多野昇

丹田発声・呼吸法で心身の若返り

時間

行います。

ソマチッド研究家 / 元医薬品メーカー勤務

・丹田発声がもたらす画期的効果

120 歳現役

と丹田発声・呼吸法トレーニングを

波多野昇氏と位相差顕微鏡

第1部:

松井和義

第 2 部 / 第 3 部 : Satomi（本名 北川都巳）
ボーカリスト
Satomi 式丹田ボイストレーニング教室主宰

発声・子音の発声一息のコントロール）
・滑舌練習、早口言葉
・表現力、第一印象を良くする話し方

第3部
ボーカリスト Satomi ミニライブ

意識覚醒時代の到来と真我意識覚醒トレーニング法

究極の潜在能力
開発セミナー

１
Ⅰ

人間と宇宙の仕組みと

２
Ⅱ

目的を知ることで意識覚醒

入門編・人間と魂と宇宙

①人間とは

８

人生と魂と
宇宙の目的と仕組み

意識覚醒

時間

人生の目的とは？

②魂とグループソウルとマスターソ
ウルの仕組み
③人間の意識構造
④地球の二元性体験と転生の目的
⑤人間と宇宙の多次元構造
⑥潜在意識に内在する感情のブロッ

◎対象 / どなたでも

クを外す

◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）

⑦５次元地球文明を担うために転生

◎費用 / おひとり様 ７,000 円（当日会場にて）
子ども・学生：無料
※再受講は 4,000 円で受講できます。

真我意識覚醒による「人生の目的と使命」実現

し始めた進化した魂

意識覚醒
トレーニング

意識覚醒トレーニングと
心構え

①ネガティブ感情ブロックを外す
ミミテック内省法・内観法
②真我体験を引き出す睡眠活用法
③内なる声を聞く。直感とインス
ピレーションの引き出し方
④あるがまま「受け容れ、執着し
ない」
⑤幼少からのトラウマの解消法
⑥過去世からの課題の解消法
⑦生前に描いた人生のシナリオ
⑧睡眠の目的と夢や睡眠中の潜在

・インディゴチルドレン

能力開発の仕方

・クリスタルチルドレン

⑨睡眠中の明晰夢・予知夢のコン

・レインボーチルドレン

トロールの仕方

私たちは、人間として誕生する前に、魂レベルで次の人生で何を体験し、成し遂げたいのかのテーマ（課題）を決めて生まれてきました。つまり、人生の目的を持ち、
それを実現するために誕生しました。しかし、魂が人間に転生する際、魂の記憶を忘却して、赤ちゃんとして生まれたため、何も覚えていません。ゼロからのスタート
で、様々な人間としての体験を通して成長し、魂は学び進化します。様々な困難や出来事を通して学ぶ最大のテーマは愛です。そうする中で、人生最大のターニングポ
イント（人との出会い、大病や大事故、仕事上の問題等）を迎えます。その時、今までの人間としての自我意識から、人間の本質は魂なんだと魂意識に気付き覚醒しま
す。そこから、人生の目的や使命、人間の本質や宇宙の本質等に気付きだします。
魂意識への覚醒は、次に魂の本質である真我意識への気付きをもたらします。魂は、何万回もの転生の記憶のデータバンクであり、真我は宇宙の創造根源（サムシング
グレート）
の一部です。眠っている97％の潜在能力や遺伝子のスイッチをオンにすることで真我意識を開発できます。このような、
意識覚醒時代に地球は入ってきました。
この内容を紹介するセミナーが「究極の潜在能力開発セミナー入門編」です。

究極の潜在能力
開発セミナー

新
セミナー

１

宇宙文明の始まりと地球に誕生人類創成の歴史

・琴座（リラ）から始まったヒューマノイド型（人間型）宇宙人類。
・地球以外の惑星は宇宙人が入植することで開拓した入植型惑星文明。
・唯一「地球」のみが地球外人類（宇宙人）や異星人による猿への
DNA 操作から進化した地球内発生型惑星文明（非入植型惑星文明）。

Part2・宇宙人類の歴史

５次元（ミロクの世）に
アセンションする地球の役割

８
時間

２

宇宙銀河全体の進化を目的として誕生した
特殊な役割と使命を持つ「地球」

・銀河系内最大の二元性体験（ネガティブとポジティブの両極感情
体験）の場が地球。
・地球は、魂最大の進化成長のための人間体験場。

◎対象 / 社会人
◎聴講時間 / 約８時間（昼休憩・質疑応答含む）

３

◎費用 / おひとり様 ７,000 円（当日会場にて） 子ども・学生：無料
※再受講は 4,000 円で受講できます。

閉ざされた地球文明時代から宇宙文明へ
仲間入りの新時代到来！

・魂の進化を目的とした本来の人間「転生」の仕組み。
・地球のみに作られた魂の進化を止められた「輪廻」の仕組み。
・地球の幽界が消滅し、輪廻を脱出する時代到来！

４

10 万年前から始まった
レムリア文明、アトランティス文明、ムー文明

５

睡眠中のアストラル体験（明晰夢）で
潜在能力開発する方法

・ムー大陸沈没後の末裔からスタートした縄文人（日本人）と
ユダヤ人の役割と使命。

宇宙文明の始まりと目的、地球が担う宇宙的役割、ミロクの世（５次元地球）を開く日本の使命
11

教材や学習器をお使いの皆様を全力でお手伝いさせていただく
登録制サポートシステム「ミミテックメンバー」会員募集中です。
使い方や学習の仕方をもっと知りたいという方、セミナーに興味を
持たれた方、ぜひご登録お願いします。
また、セミナーのお申し込みもこちらの用紙でお願いいたします。

https://www.mimitech.com

（2022 年・秋 - 冬）

必要なお申込にチェックを入れてください。

ご連絡先

□ミミテックメンバーお申込

※受付のご確認をさせて
いただく場合がございます

セミナー内容

開催地

（参加されるものに
チェックを
お願いします）

□ 札幌
□ 東京
□ 金沢
□ 名古屋
□ 大阪
□ 福岡
□ 宮崎県都城市
□ 鹿児島

︵参加されるものにチェックをお願いします︶

開催日

年

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

月

日（

）

10 倍速くマスターできるミミテック英語学習法
丹田強化若返り筋力トレーニング法

最強のウイルス感染症対策！樹齢千年木・森の香り精油で超免疫力アップ
大人のミミテック能力開発セミナー（基本編）
最新セミナー

大人のミミテック能力開発セミナー（潜在能力編）

150 歳長寿を実現する病気知らずの若返り食生活法

新型コロナ感染、ガン、生活習慣病におさらば『超・免疫革命』
最新セミナー

免疫を破壊する遺伝子ワクチンの真相と解毒法

声と身体の若返りの秘訣「丹田発声・呼吸法」で 120 歳現役
究極の潜在能力開発セミナー（入門編・人間と魂と宇宙）
究極の潜在能力開発セミナー（Part2・宇宙人類の歴史）

200 歳長寿を実現する意識革命と超極小生命体ソマチッド
特別開催

手作り酵素と腸・血管の免疫力強化食セミナー

学年（学生のみ）

（

）

（

）

（

）

セミナー内容で何かご要望がございましたらご記入お願いいたします。
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月

日

時〜

中学・高校・大学受験対策親子＆大人の資格取得セミナー

参加される方のお名前（年齢）

記入日

□セミナーお申込

ご参加の人数

名

