
 “Majestic Academy” 
LOW SOWです、 
以下、今回スタートする”Majestic Academy”で公開される
内容の ほんの一部になります… 

*性エネルギー* 
封印されし肉体に眠る秘伝のスイッチを 「オン」に
させ溢れ出るエナジーを 副作用ゼロで半永久的に構
築する妙な儀式 

- 肉体に密かに設置されている謎の「7つ」のボタン 
古代エジプトで発掘された謎の7つのボタンを罪悪感無しに押して
もらうこと で極限レベルのエネルギーとモチベーションを体感し
てしまうことになるの でしょう。 
(ヒント:ドラゴンボールでお馴染みの…) 

- 次元を超えたイメージトレーニング  
「イメージすれば実際に実現する...」あなたもこの都合のいい神話
をどこか で信じていると思います。そして、今回のその「妄想」を
瞬時に「現実」に 引き起こす金メダルのオリンピック選手の専属
コーチ直伝のイメトレ法を遂 に知ってしまうことになるのです。 
  
- ただのアソコをイジるのを辞めるだけでは無意味です 
多くの人はただ「陰部」をイジらない事がオナ禁だと解釈していま
すが、イジらなければイジらないほど返って危険な理由を知ってい
ますか?正しい副 作用のないイジリ方を特別にシェア。 



- 原始人にも引けを取らない豪腕なペニスの絶妙な育て方  
魅力的な女性に限って本能レベルで欲する特別なペニスの作り方を
すべて暴 露します。1日5分で出来る謎のペニスの絶妙なトレーニ
ング法とは? 

- 質のいい男性ホルモンだけを大量に分泌させる秘密の部
位の動かし方 

この部位の独特な動かし方をマスターするだけで、ハリウッドス
ター張りの 筋肉質なボディ、究極的なエネルギー、圧倒的な自
信、血管が浮き出るほど 力強いペニスまでも都合よく手に入れて
しまうことになるのです。サプリメ ント不要の男性ホルモンの操
作法とは? 

- 会話ゼロで美人だけを魅惑するセルフイメージの作り方 
ゴルゴサーティンが究極的にモテている最大の理由を知っています
か? あなたはただこのセルフイメージを持つだけで美女だけを自然
に惚れられて しまうことになるのです。禁断のセルフイメージを特
別公開! 

- あなたの性エネルギー度を瞬時にチェックする極意 
体重計に乗るような感覚で、実際にあなたに蓄積された「性エネル
ギー」を 即座に測定する意外な方法をシェアします。これで、あな
たもさらにオナ禁 のパワーに気づけるはずです。 

- 夢精が死ぬほど危険な理由と瞬時に防ぐエクササイズ 
「あ、出ちゃった...」オナ禁の最大の敵である夢精にあなたも悩ま
されるの はもう終わりです。悪影響しかない夢精の正しい予防の
仕方を特別伝授。 



       
- 印度の首相さえも愛用していた奇妙な性エネルギー転換
法 

世界的に有名な政治家が毎晩自宅で行っていた謎の儀式をあなたも
都合よく 実践してもらいます。古代のインド人から伝統され続けた
貯まった精子を効 率よくトレードさせる神秘的な極意とは? 

- 一部の海軍にのみだけ伝授された「伝説の性典」に隠さ
れた性エネルギーの扱い方 

かつての世界最強の民族である「華僑」の間で噂になった現代社会
で一切入 手不可能な性のバイブルに隠された秘密のメソッドを特
別に公開します… 

- 生涯射精回数を簡単に増やす天然エクササイズ 
実は一生の間で射精出来る回数が遺伝子レベルで設定されていたの
を承知済 みでしょうか…意図的に射精回数を増やす遺伝子に従っ
た儀式を特別伝授 

•他にもここでは紹介しきれない数々の秘密を公開… 

*肉体管理* 
美女が思わず「タッチ」したくなるセクシャルな肉体
美を構築する最新のトレーニング 

- 血液に正しくサプリメントを確実に埋め込む技術 
「サプリを取っていれば大丈夫?」なんて考えは今すぐ捨ててくだ
さい。 最新の医学で分かった、効率よくサプリを変換させる腸内
への食べさせ方を 包み隠さず公開。 



    
- 太くて折れない最新のペニスの鍛え方 
女性が無意識で食べたくなる最も女性脳にマッチした「黄金比」に
あなたも 自然改造してもらいます......現役時代を延長させる唯一の
方法を特別にシェ ア。 

- 現役ハリウッドスターの間で流行している謎の肉体改造
法 

巷では毎週のように「◯◯ダイエット」などの「一時的」にしか効
果が得ら れない報われない方法で散々盛り上がっていますが、今
回、極めて努力をし ないで筋肉質なカラダを構築する秘密のト
レーニング法を公開します。 

- 記憶力が劇的に上昇してしまう謎のハーブの正体 
女性も人間なので、自分の事を誰よりもよく覚えてくれる男性に惹
かれま す。あなたも今回の謎のハーブをコッソリ注入するだけで、
知能指数が上が り、みるみる湧き出るアイデアに困らされるはず
です。 

- 寿命が伸びる真夜中5分の謎のエクササイズ 
「長生きしたいですか…」もし女性とガクガク震えるほどの快感を
一生涯味わいたいので、必ずこのエクササイズを実践してくださ
い。 

- 男性ホルモンの取扱説明書 
最新の研究結果で分かった最も質の良い男性ホルモンの分泌量を上
げるサプリメント一切不要の方法を特別シェアします。男性機能を
極限まで高める奇跡のアプローチとは？ 



- ヨガを超えたフェロモン分泌量が特に増えてしまう謎の
体操 

ヨガよりも遥かにリターンの多すぎる「身体の動き」をただ1日10
回程度実 践するだけで、女性が本能レベルあなたを無視できなく
なるオトコに自然に 生まれ変わってしますでしょう(ヒント:なぜ、
ネコは素早いかを考えると...) 

- ハゲを瞬時に防止する謎のテクニック 
日本人の90%が将来的にハゲになるリスクが極めて高いと言われて
います が、この方法をただ黙って実践するだけで予防できるどこ
ろか、日に日に蘇 ってくる「若々しい髪の毛」の量に圧倒される
でしょう。 

- 何もかもうまくいってしまう脳波を意図的に作り出す周
波数 

世界のエリート級のスクールでは、宿題などは一切なく生徒を「リ
ラックス」させることに最も価値をおいています。既に賢いあなた
はお気づきかと 思いますが、あなたもただ「脳波を意図的に操作
する術」を身につけるだけ で自分を自由自在にコントロールでき
るようになるのです。 

- 女性が本能的にヤリたいと思う複数の肉体スポット 
多くの男性が、ただマッチョになればモテると勘違いしているので
すが、筋肉の付け方を少しでも間違えると突如、魅力を感じなくな
るのです。女性を 一瞬で虜にする淫乱脳を刺激する数カ所とは? 



- 肉体の機能を70%進化させる単純な方法 
多くの人はサプメントや医薬品に頼って健康になろうとしますがそ
の 発想がすでに間違っています。日常で簡単にできる『ある』行
為を毎日 7分かけてフトンで行えば私たちの肉体はかつてないほど
進化してしまうのです! 

- 強い多幸感を瞬時に得れられるフェロモンドリンクとは? 
精神が一時的に高揚し感謝の念が急激に強くなり健康を感じられる
状 態になる赤道に最も近い謎の地域で発掘された秘密の飲料の正
体を完 全公開! 
   
-  暴飲暴食しても肥満を抑える植物とは? 
セミナー中に思わず口にしてしまった食べ過ぎても肥満を抑える
で 『ある』植物を公開!(ほんの一瞬の音声ですので聞き逃さないよ
う にペンと紙を持って聞いて下さい…) 

*ダイナミックマインド* 
女性と現金にだけ特別視される”自信”と ”パワー”に
満ち溢れたパワフルな生き方と 一瞬で女性を魅了す
るオーラの構築法 

- 現金と美女に特に愛されるオトコの7つの特徴 
かつての時代は「高身長」「高収入」「高学歴」がモテるオトコの
必須条件 と言われていました。しかし、時代は変化し、モテる男
像も変わったので す。女と金に特に縁のある男性の意外すぎる共
通点を暴露。 



- オーラとフェロモンを科学的に醸し出す謎の自己暗示 
特にかっこ良くもないのにモテている男を目撃したことはあります
か?モテる男だけが密かに行っているフェロモンとオーラを科学的
に分泌させる極意とは? 

- 焦るという文字と一生涯無縁になるセルフイメージの設
置法 

女性は今で一杯一杯の男より、明るい未来を感じさせる男に寄って
く るのは既にあなたも理解されているはずです。女性に未来を感
じさせる だけでなく、全てを都合よく手に入れる最新のセルフイ
メージの操作法を特別公開。 

- 溢れる自信を女性に伝達させるある「物質」 
最新の研究結果により検証されたとある神経細胞を数回刺激するこ
と でハプニングやトラブルにも一切動じない自信を構築することが
出来るのです。女性が特に本能レベルで反応してしまう見えない
オーラの発生法とは? 

- 他人に羨ましがられる人生のおくり方 
全てを手に入れて「いわゆる成功者」になった時、他人に嫉妬され
るこ とに密かに恐れていませんか?他人に羨ましながらも敬愛され
る副作用 無しの新しい「成功法」を伝授。 

- 一発逆転スイッチの押し方 
どの業界でも絶体絶命の状態から一瞬で逆転し「勝ち組」に成り上
がった人は存在します。そして、それらは一見偶然のように見えま
すが、実 は「ある引き金」が必ず存在していたのです。奇跡を科学
的に起こす謎 のスイッチとは? 



- 強い感情を持つ方法 
多くの人が経済的に成功できないの最大の理由は、ネガティブな感
情に支配され感情が乱されてしまうからなのです。どんな劣悪な環
境化でもネガティブになる事ができなくなってしまう感情コント
ロール術を公開！ 

- 資産数十億を持つ資産家の意外なスケジュール 
一日のある時間帯にヨダレを垂らしながらしかも軽く失禁状態にな
る 時間を入れる事によってあなたの成功確率は飛躍的に高まりま
す。一見 冗談のように聞こえるかもしれませんが大富豪が必ずと
言って良いほ どスケジュールを組み込んでいる『ある』行動をお話
します… 

- 失敗の確率を極限まで下げるスキル 
『失敗は成功の元』などと綺麗ごとが流行していますがお金に余裕
がない人 ならなるべく失敗を最小限に抑えたいというのが本音だ
と思います。ブラウ ン管のテレビが流行する以前の時代の人間に
は当たり前に備わっていたこの スキルを現代風に詳しく説明! 

- 迷いを消して行動力をつける方法 
多くの人が「行動力がない」と悩んでいますが、実は資本主義社会
の根本的 なシステムが原因になっていると知っていましたか?あり
きたりの精神論で はなく脳科学の観点から行動力を急増させる具
体的なアプローチを公開します… 

- あなたが何物かを知る方法 
あなたがどんな人物なのか誰よりも詳しく理解していなければ、進
化 することはできません。一人で歩きながらでもできる、自分を
深く理 解できるエクササイズを教えます。 



- 欲望を暴走させて進化する秘訣 
あなたには家族や大切な人にも決して言えないほどの欲望があり、
そ れを必死に押さえこみながら日々生活しているかもしれませ
ん。その抑圧された欲望を開放することで、理想の自分になれる都
合の良すぎる方法を公開! 

- 不幸になれない生き方 
どんなに不幸になろうと努力しても、不幸になれない生き方があり
ま す。そのマインドセットさえ身につければ、他のテクニックをす
べて忘 れたとしても、自分が不幸せと感じることはなくなります。 

- 火事場のバカ力を出し続ける秘密 
幼い子供を救う為に母親が常識で計り知れないパワーを発揮する事
を 火事場のクソ力と言いますが、実は意識的にこのパワーを引き
出す事は可能なのです...緊急事態以外でも潜在能力を絞り出す科学
的なアプ ローチを公開! 

*エロティカルコミュニケーション* 
イケメンにさえ見向きもしなくなる深層心理 レベル
であなたを欲したくなる最新の心理学 と女性本能を
応用した女性脳の操り方 

- 嫌でも羨望の目で見られてしまう秘訣 
たとえ上下ジャージ姿で髪はボサボサだとしても、ある基準に従い
生きていさえすれば、あなたの憧れの女性や奥さん、お子さんも、
あなたのことを羨望の目で見つめ始めるでしょう・・・。 



- 女性をあなただけに執着させるには? 
何の理由もなく、女性から別れを告げられたことがありますか?そ
れは83%以上の理由であなたとのセックスに不満があることが統計
上判 明しています。毎日5分間ある習慣を続けることにより女性を
満足させ あなたから離れられなくする方法を詳しく教えます。 

- 失神してしまうほどの快感を味わえる射精のやり方 
性行為に◯◯をするだけで、気絶してしまうほどの深い快感を味わ
える射精法をステップバイステップで公開! 

- 97%の確率で女性を口説ける時間帯 
97%の確率で女性を口説ける時間帯があります。しかも、何時から
何時 という曖昧な時間帯ではなく、「何時」という具体的な時間
です。これからあなたが女性を口説くときは必ずこの時間に口説く
ようにして 下さい! 

- 浮気されない方法 
日本人の既婚女性の浮気率は18.3%以上、つまり5人 に1人は浮気
しているというデータが出ていますが あなたが一生懸命仕事をし
ている最中に他の男に寝取られないための単純なある約束事をお話
します… 

- 女性を口説き落とせる『表情』 
あなたは女性を口説くときにどんな表 情をしていますか?ある点に
注意するだけでその女性を口説き落とせ る確率が53%アップする
ことが統計上判明しています。その意外な顔の 表情とは? 

- 半強制的に女性を発情させる会話術 



会話の最中に『ある』キーワードを 潜ませておげば無意識レベル
で女性はあなたの男性器を欲するようになります...(ヒント:今日本
で一番流行している洗脳法の正反対の行動 を取れば良いだけです) 

- 依存させずにあなたを無意識化で欲させる謎のテクニッ
ク 

女性にチヤホヤされたいのは世界共通の男性の欲求だと思います
が、 ストーカーレベルでの依存させる事は避けたいはずです。
ちょうど良い 距離感を保ちつつあなたに惚れさせる謎の極意を特
別にシェア。 

- 童貞だとバレずにセックスまで持ち込む極意 
「初エッチのとき童貞だとバレたくない...」そうですが...実は、あ
な たが未経験だと一切気づかれずに性行為に持ち込む特別な方法
をステ ップバイステップで公開! 

    
-  FBI捜査官も顔負けの人心掌握テンプレート 
ハリウッド映画などで相手の心理を手に取るように分かるシーンを
一度 や二度は目撃したことがあるかと思いますが、実は、簡単に
身につける 方法が存在したのです。表情と◯◯から心理を搾取す
る謎のテクニックとは? 

- 女性の脳に深く刻まれる謎のつぶやきと周波数 
あなたは、ただこの「一言」を特定の周波数でつぶやくだけでその
女性はあなたを気にし始め、やがて恥ずかしながらあなたに想いを
伝え るようになるでしょう。(ヒント:80年代に流行になったある
映画のワ ンシーンに隠されています) 



- 付き合っていると錯覚させる潜在意識の交尾 
女性は付き合う際に、あなたと付き合った後の未来を何よりも考え
て いるのです。その女性心理を逆手に取り、潜在意識レベルであ
なたとの未来のイメージ刷り込む最新の洗脳術を特別にシェア。 

実は、あなたに話しておかなければならない大事なニュー
スがあります・・ 

https://youtu.be/lmvecj9611Y 
 

https://youtu.be/lmvecj9611Y

