
ネイティブウォーキングインストラク
ター講座

ゆるかかと歩き（ネイティブウォーキング）の指導ノウハウを学ぶ講座です



概要
ゆるかかと歩きの習得は、外反母趾を始めと
した様々な疾患の改善をもたらします。

そんなゆるかかと歩き習得のために、
YouTubeで動画などを配信したりもしていま
すが、足を悪くしておられる方であればある
程難しいもの。

そこで当協会では、指導ノウハウを学ぶ方の
育成に力を入れています。



どんな方に 治療に役立てたいとお思いの、医療や治療に携わ

る方（医師・看護師・理学療法士・柔道整復師・

鍼灸師・整体師・カイロプラクター等）

レッスンに組み込んだり、教室を開きたいと考え

ておられる指導家の方（ヨガやピラティス等の

インストラクター・フィットネストレーナー等）

これからこの指導技術を生かして、独立開業や

週末起業等を考えている一般の方



内 容

ゆるかかと歩きの指導法の習得
初回の指導で何をどの順番で教えるのかや、

またその時にどんな話をして伝えるのか、

何回目にどうなっていれば良いのか、

どんな間違え方した場合どんな方法で修正をかけるのか

など、指導における詳細なノウハウを微に入り細に入り解説します。

８時間 1日で受講

基礎マーケティング解説

足の症状に悩む方を集客するためのノウハウを、

DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）をもとに解説。

足専門のHPの作成法なども含めた、具体的な集客方法の構築の
仕方をお教えします。

ロイヤルカスタマー（ファン）づくりの心理学もお伝えします。

ゆるかかと歩きの習得
参加者自身もゆるかかと歩きをマスターしてもらいます。

生徒さんが体験的に理解しやすい

デモンストレーションや、

改善に役立つストレッチとその指導法をお教えします。

有用なデモンストレーションや必要なストレッチの解説

チャットワークによるアフターフォローは、

年会費をお支払いいただいている間は

無料で受けることができます。

講座受講後のサービス

足の生体構造力学的な基礎動作解説・病理解説
（足・脚・全身・美容）

回内（プロネーション）⇔回外（スピネーション）という

足の基礎的な動きをもとに、それをどう崩して

どんな疾患を発生させるのか、

どう治すのかを理論的に解説します。



受講費

通常コース

年会費をお支払いいただいている間はいつまでも、インストラクター講座の再受講が無料

年会費をお支払いいただいている間はいつまでも、インストラクター講座の再受講が無料。
且つ足専門のホームページ（１９８ ,０００円相当・ワードプレスを使用）を制作します。

１０８,０００円＋税（１１８ ,８００円）＋協会年会費１８ ,０００円（１９ ,８００円）

再受講無料コース

再受講無料コース＋足専門HP制作セットコース

１９８ ,０００円＋税（２１７ ,８００円）＋協会年会費１８ ,０００円（１９ ,８００円）

２９８ ,０００円＋税（３２７ ,８００円）＋協会年会費１８ ,０００円（１９ ,８００円）



「技術だけでなく経営も含め、

成功までをトータルで教えても

らえるのが助かります。良い出

会いに感謝です。」

フットケアーセンター福岡
富永峯人先生・久美子先生

ネイティブウォーキングインストラクター

コースを受講しようと思ったきっかけは？

峯人様）まず案内を中島先生からいただい

て文章を拝見したんですけど、まず思った

ことは外反母趾に、以前僕も治療を進めて

いてなかなか結果が出せない時がありまし

た。

以前10年間くらいやったんですけどなかな

か結果が出なかったんですね。

それ以来ちょっとやめてたんですけど、今

回案内をいただいてその内容にちょっと衝

撃を受けました。

まず「歩行で治す」というのはものすごく

印象的で、まず1番目に思ったのは本当に治

るんだろうか？っいうのが正直な感想でし

た。

でもこれが本当だったらすごいな。と思い

ました。

それですぐ中島先生に連絡を取って、イン

ストラクターコースを申し込んだ次第です。

受講するにあたっての当初の心配事

峯人様）やっぱり先ほども言ったんですけ

ど、歩行だけで治るんだろうか？っていう

のが一番の心配でした。

講座の内容は難しかったですか

峯人様）講座は最初は歩行に関しては、難

しい印象がありました。

でも、回数をこなしていくとだんだん体も

覚えるというか、だんだんわかってきまし

た。

何か新しい発見はありましたか？

峯人様）発見は、もう発見だらけです。

とにかく実際に自分の受け持つ患者さんが

痛みが、歩行のみで痛みが取れる。

痛みに関しては、これまで診た患者さん全

員がなくなっています。

そして外反母趾の角度が教え始めたばかり

の私でも、３度から最大で７度くらい改善

しているということがありますから非常に

もうびっくりしている状態です

まず患者さんに説明してみた時は、どんな

反応だったでしょうか

峯人様）最初に患者さんに使ってみて、患

者さんの印象としては、例えば患者さんが

１０人いたら５人はですね、こちらを信用

してくれてスムーズに受け入れてくれる印

象がありました。

でも、後の半分の方は歩行で治るのか？み

たいな不安があるような印象を受けたんで

す。

久美子様はご自身の外反母趾が改善された

とお聞きしました

久美子様）私は痛みとかは全くなかったん

です。

でも歩き方にはもともと興味がありまして、

どの歩き方がいいのかな？っていうのは

常々思ってたんですけど、院長が中島先生

のところに勉強に行くっていうことで、私

も最初は付いてきたっていうだけのこと

だったんですけど、いろいろ勉強していく

うちに、歩き方の正しいのが分かってきて

自分も実際試してやってみて、やっぱり体

全体がラクになってきました。

たった数カ月で、右足が１５．０→９．８

左足が２１．７→１４．４と、角度もだい

ぶ改善してます。

富永先生ご夫妻は峯人様が柔道整復師、久美子様は

元看護士。福岡市内から車で４０分ほどの郊外で整

骨院をご家族で営まれておられます。

これまで外反母趾を改善しようと、２３年以上様々

な治療法に取り組まれてきたそうですが、改善の手

ごたえのあるものはなかったそうです。



チャットワークを使ったアフターフォ

ローはどうですか

久美子様）自分以外の先生の情報もいろ

いろいただけるので、情報量がすごく多

いと思います。

峯人様）他の先生方の情報と、中島先生

の的確なアドバイスがあるのでよく理解

できます。

私たちが富永先生の足専門のホームペー

ジをお作りしましたが、集客には役立っ

ていますか

峯人様）ホームページ集客を始めて２か

月弱くらいで、すでに２０名弱の集客が

ありましたから、正直驚いている状態で

す。

売上はアップしていますか

峯人様）そうですね。整骨院経営だった

私にとって、自由診療のこれまでに比べ

て高額の商品ですが、ホームページ～

トークまでの一連の流れのおかげで、無

理なく自然にご購入いただけています。

これからだとは思いますが、お支払いい

ただいた金額以上の価値はあったと言え

そうですか？

久美子様）十分ですね。

峯人様）もうすごいの一言です。

もうセミナー受講料なんかもう完全に元

は取ってます。それと、中島先生・事務

局の影山さんのアフターフォローの手厚

さ、これが一番ですね。

僕は、福岡で開業してますから協会の方

は大阪にありますから、もしアフター

フォローがあまり良くなかったら今現在、

僕はこのインタビューをお受けしていな

いと思います（笑）。

受講を悩まれている方にアドバイスいた

だけるとすれば

峯人様）僕は治療家で30数年やってきた

んですけど、この歩行指導による外反母

趾の改善ということを教えていただいて、

ものすごい可能性を感じたんですよ。

まず1つ目の可能性としては、歩行で治せ

る。僕が思ったのは、普通の治療では１

対１なんですね。

これでは一日の人数が決まってきます。

でも歩行であれば僕が１人でも多人数を

みることができるな。

と思ったのが１つ。

これはちょっというと笑われるかもしれ

ないんですけど、アメリカ・ドイツで歩

行指導したいなと思っています。これは

将来的な僕の壮大な夢なんですけど、こ

れを実現するために中島先生のアドバイ

スご指導をいただきたいなと思っていま

す。

足指に触れることなく歩行指導で外反母

趾を、しかも短期間の学習で改善できる

ようになったことに驚きのご様子でした。

また長く苦労されたホームページからの

集客も、私たちがご担当しすぐに成果が

上がったことに、大変喜ばれていました。



「アフターフォローも素早くて

満足しています。たった数か月

で、もうすでに講座費用分は回

収してますね（笑）」

静岡県御殿場市 美足らぼ
杉山雄一先生

ネイティブウォーキングインストラクター

コースを、受講しようと思ったきっかけをお

聞かせください

最初ですね。中島先生からいただいた案内を

見させていたんですけど、その中でしっかり

と証拠として、外反母趾が治ってるのを見ら

れたので、とても興味を持ったので受講させ

ていただきました。

受講にあたっての当初の心配事

心配事は特にはなかったんですけども、最初

試しで受けさせてもらった時に、全然知って

た歩き方と違ったので、それがうまく自分が

習得できてさらに実際に教えられるかどうか、

というところの心配はありました。

講座の内容は難しかったですか

とても中島先生がていねいに理屈をしっかり

としていて教えて下さるので、最初はちょっ

と難しいところもありましたけども、なぜそ

れができないか、とか、こうしたらいいなど

の具体的で詳細なアドバイスいただけたので、

習得が早くできたかな？と思います。

実際に患者さんに教えてみていかがでしたで

しょうか

やはり人に教えるというのはとても難しくて、

その人それぞれクセがありますので、その辺

を今まだこれから修行が必要かなと思います

けども、やはり歩き方を変えることで症状が

変わっていく、安定していくというのが目に

見えてわかってるので、もうちょっとうまく

教えられるようになりたいな。と思います。

チャットワークを使った協会のアフターフォ

ローはどうですか

中島先生はお忙しい中、とてもレスポンスよ

くお返事いただけるので、大変役立ってます。

また自分だけじゃなくて、他の先生方のやり

取りも見られるので、「あ、そんなことで悩

んでるのかな」とか「そうすればいいんだ」

という発見なんかもあってとても役に立って

ます。

私達が杉山先生の足専門のホームページをお

作りしましたが、集客には役立っていますか

これまでの商圏よりも幅広く集客ができるよ

うになりました。また特定の悩みを持った方

がご覧いただけるので、その結果クロージン

グまでスムーズに導け、通院率が高くなりと

ても役に立ってます。

まだこれからだとは思いますが、講座にお支

払いいただいた金額以上の価値はあったと言

えそうですか？

そうですね。お支払いした金額は、たった数

カ月ですでに回収できたかなと思います。

これからどんどん伸ばしていきたいなと思い

ます。

最後に、同じように受講を悩まれている方に

アドバイスいただけるとすれば

様々な技術をお持ちの先生いらっしゃるかと

思いますが、ただ治すだけではなくその患者

さんに将来、長くいい状態でいてもらうとい

うというところでは、歩き方はとても大事か

なと思いますし、新たなメニューとして加え

るには、とても整合性いいかなと思いますの

で、ぜひ学ばれたらいいかなと思います。

私たちがご担当したホームページ集客も初月

から成果を上げ、車で一時間という遠方から

お越しの来院者も。

患者様からの評判も良く、歩行という生活習

慣の改善指導の重要性を痛感する毎日だそう

です。

杉山先生は静岡県御殿場市で整体院を営まれておら

れます。所属されておられた療術団体で、指導講師

も務めておられたほどのご経験の持ち主。様々な施

術メソッドや機器を研究・導入してこられたのです

が、私どもの歩行指導による外反母趾改善メソッド

に、大きな可能性を見出していただいたようです。



「歩き方についていろいろ勉強し

てきていましたが、それでも“目

からウロコ”。衝撃的でした」

東京都渋谷区中央治療院
金子優陽先生

ネイティブウォーキングインストラクターコー

スを受講しようと思ったきっかけは？

歩き方に対して、個人で勉強していたんですが

いまいちで、外反母趾の方が多くて何とかして

外反母趾によいウォーキングはないかと探して

いました。

それで歩き方で外反母趾が治るということに非

常に驚き、本当かな？と思って受講しようと

思って参加しました。

受講にあたっての当初の心配事

半信半疑でどういうことで治るのか？と思いま

した。参加したきっかけはショートセミナーが

近いところであったから、遠かったから行って

なかったかも。

近かったから行ってみようかという軽い気持ち

で参加しました（笑）。

HPを見ていただいた時の印象は？

歩き方で治るというのに興味があって、私もこ

れまでいろいろ歩き方を勉強したんですけど、

私の今まで知っていた知識では考えられなかっ

たんですね。そこでそんなのあるのかな？と

思って興味が出ました。

他でも足の資格を持っているとのことですが、

それも含め今まで勉強してきたこと、得てきた

知識、常識の中で当講座を受け、何が違うと感

じられましたか？

一番違うのは、今まで習ったのは、かかと着地

する→ここまでは一緒なんですが、その後、足

の前重心を掛けて、指で蹴って前に進んで歩

くって習ったんですね。

指で蹴って進むということは外反母趾の人はそ

れができないんですね。痛みが出るから。それ

で痛みが出ないのはいいな。と思いました。

体験して、親指に力を入れない、体重をかけな

いで歩くんだ。っていうのは、非常にインパク

トがあってこういう歩き方もあるんだとびっく

りした次第です。

実際に患者さんに教えてみていかがでしたで

しょうか

今までと違う歩き方なんで、戸惑っている方も

見受けられます。

あまりにもずっと50年も悪い歩き方をしてき

て、それを変えるというのは大変だな･･･とと

は思いますが、前向きにこの歩き方をすれば、

外反母趾も治るし、首こり、肩こりとかも良く

なるので、そのことを話ながら期待をしても

らって通ってもらうように指導してます。

患者さんには喜んでいただけてますでしょうか

そうですね。一般の本や、テレビ、雑誌に出て

いる歩き方と真逆なので、本当にビックリして

て、これで本当に外反母趾が治るんですか？と

か言われますが、「治るんですよ」「指に力が

入らないでしょ」「指に力を入れるので潰して

なったんですよ」と説明しています。

内股、X脚の方とかクセがあるので、足が内側

に内側に入ってしまうので、それを治すのは鏡

を見たりして、家でも頑張ってもらうように指

導してます

リスティングを使ったHP集客を始めましたが、

集客の状況は良かったですか？

非常に反応が良く、始めたばかりの月なのにす

でに連絡があった方が16人もお越しになり、

びっくりしました。

（その後金子先生は一年を通して、毎月２０～

３０名の新患にお越しいただいています）

HPを作るにあたって、HP上の文章のなども

アドバイスがありましたが、そういったフォ

ローはよかったですか

大変ありがたかったです。

私が文章が苦手なもので、きちんとチェックし

ていただいて、非常にありがたい内容でした。

自分で作るとどうしても、先生の見方が多く、

言葉も専門用語になってしまいがちなんです。

患者さん目線でどういう思いで見ているのか？

とかその辺のチェックに非常に喜んでます。ア

フターフォローも含め大満足ですね。

アフターフォローについて。見学も自由にお越

しいただくとが可能ですが、実際にいらっ

しゃって見学はしてみてよかったですか

やっぱり生で流れがありますよね、来院されて、

立ち方をチェックして、施術して････、そう

いう流れでやってるんだな。と非常にイメージ

ができて、勉強になりました。

また行きたいと思ってます。なかなかそこまで

公開してくれるセミナーはないですよね。

総合して講座に価値はありましたか

もちろん！金額以上の価値がたくさんあり、実

際に収益となって数カ月で回収できました。

受講を迷われている方には、自信をもってお勧

めしたいですね。

私たちがご担当したホームページは、初月から

フル稼働し大幅な集客増に貢献。歩行指導の技

術はもちろん、営業力や経営力向上にも、当協

会を通じて非常にどん欲に取り組んでおられま

す。

金子先生は東京の渋谷駅の隣駅の駅近という、大変

アクセスの良いところで治療院を営まれておられま

す。キャリアは３０年以上。全国に３０００人以上

もお弟子さんがおられ、テレビにもご出演される言

わば「ゴッドハンド」です。足の重要性に早くから

着目し、様々な理論を学ばれてこられていました。



「ここまで教えてくれるの？と衝

撃！今のところ痛みが改善されな

かった方は一人もいませんね。」

福岡県福岡市 福岡ふっと
小田恭輔先生

ネイティブウォーキングインストラクター講座

を受講しようと思ったきっかけは？

もともと今ほど本格的ではないのですが、健康

に対する「歩き方」の影響には気づいていて、

歩行指導は行っていたんです。でも教え方がわ

からなくて、それを体系的にきちんと学びたい

な。と思って協会に行きつきました。

受講される前に不安はありましたか

ありましたね。まず自分ができるようになるの

かとか、外反母趾メインで集客できるのだろう

かとか、うちの院は狭いけどスペース的にいけ

るのか、などですね

講座の内容はいかがでしたか

まず全体の感想として「ここまで教えてくれる

のか？！」と思いました。技術はもちろんです

が、心理学的な側面まで！

歩行指導をするということは、「治療家」では

なく「指導者」にならないといけない。その指

導者になるためには、相手の心理の動きに精通

していないと上手く教えられない。

「ここまでをやるんやー」って思いました。あ

と、今まで自分が教えていた歩行と全然違うな。

とも

ご自身で、実際に歩き方を体験されていかがで

したか

自分の腰痛が何年も何をしても治らなかったの

に、歩行で改善されたので、それはビックリし

ましたね。

その腰痛はどのくらいで治ったんですか？

インストラクターコースを受けた日。今考えた

らすぐにちゃんとその歩き方ができてたわけで

もないのに、それも腰痛は取れました。

この歩き方の凄いところは、完全にできなくて

もとても効果があるところだと、教える立場に

なってわかりました。

実際に歩き方を体験されて、その他にはいかが

でしたか？

足が軽くなりました。ビックリするぐらい違い

ます。

患者さんを教えての感想・体感など

この歩き方やったら軽い！痛くない！！と、殆

どの方はその場でわかる。

「この歩き方やったら歩けるわ！」と、皆さん

仰いますね。

患者さんの外反母趾改善されましたか？

まず痛みのある方は、ほぼ全員の9割以上の方

が、4～5回以内で取れてます。その内、1～2

回で取れるかが4割ぐらい。痛みが改善されな

かった方はいないです。

その他、何か改善された方はいますか？

僕も患者さんに言われてビックリしたんですが、

足が細くなる・おしりが小さくなる・お腹がへ

こむ、6キロ痩せた人もいます。

正しく歩くと美容効果も凄いってことですね。

協会のアフターサポートについて

もう完璧ですね。不安なところは全然ないです

ね。

中島先生が元々経営や営業の専門家なので、そ

れらのことを詳しく教えていただいて、経営の

勉強までできますし。なんならそこが一番助

かってます。

他では技術を教えてくれはするものの、それを

経営にどう組み込んでどう収益を上げるかまで

は、教えてくれないですからね。

経営の面となれば、やはりトップの「人間性」

みたいなところも影響し重要になるので、そん

なことまで指導してくれるので本当にありがた

い。嫁にも、中島先生とのやり取りしている

メールを見せたんですが、「これは、すごい

ね！」と嫁も驚いてました。

よそではそこまで思ってくれるところなかなか

ないですもんね。

どっちかというと、やらせっぱなしですよね。

あとは自分でどうぞ。というのが多いですもん

ね。依存するしかないみたいなところが多い中、

ここまで経営的自立のために全方位から全て教

えてくれるところはないですよね。

私もいろんな勉強会や協会に入ったことがあり

ますが、他には聞いたことも、見たこともない

ですね。

協会の経営サポートはうまくいってますか？

助かっていますね。売り上げは確実にアップし

てます。まだ導入して半年もしていませんが、

月25万円はアップしていますかね。

一時期、新患の継続率が悪かった時に、僕の説

明トークを動画にとって先生にそれを送って、

見てもらったことがあるんです。

先生から、本当に簡単な部分の訂正箇所を「こ

こ、ここ、ここ」って言われて、その通りに

やったら、次の月の継続率は一気に9割になり

ました。先生は前職でセールスマンの指導育成

をされていて、ご自身もトップセールスだった

そうですが、プロに教えてもらうとこんなに違

うのか、と驚きました。

インストラクター講座は、費用分以上の価値は

ありましたか？

はい。ありました。ものの数カ月で金額以上は

回収できました（笑）

もし、受講を迷ってる方がいたら？

とにかくショートコースでもいいので、受けた

ら納得です！

小田先生は福岡市内でカイロプラクティック院を営

んでおられます。歩き方の大切さには気づいておら

れましたが、どんな歩き方が良くて、それをどう教

えたら習得してもらえるのか、皆目見当がつかない

状態だったそうです。



「ここまで教えてくれるの？と衝

撃！今のところ痛みが改善されな

かった方は一人もいませんね。」

愛知県尾張旭市
キュア鍼灸接骨院水野敦仁先生

「名古屋にある私の治療院に、富山から通ってい

る患者さんがおられます！。その方もあちこち

通ってみたそうですが、外反母趾をきちんと治せ

るところが、本当にないってことですね」

ネイティブウォーキングインストラクター講座

を受講しようと思ったきっかけは？

先生から配信されるメルマガを読んでいたら、

いただいている内容がどれもちゃんとしたこと

を言ってるな。っていう内容でした。それが最

初のきっかけですね。

協会を知らなかった時に、それまで施術されて

いて困ったことはありますか？

外反母趾が治るという認識すらなかったですね。

治らないものだ。もしくは進行を食い止められ

れば御の字、くらいの認識でした。足に関して

は、ぽっかりずっぽり穴が空いてて。

足に関しての知識や技術を求めておられたとい

うことですね。

足というのは体を支える土台なのでね。何とか

できないかとは思っていました。

受講前に不安はありましたか

特にはなかったですね。それよりもワクワクの

方が大きかったです。

「え？治るの？本当に？どんなんで？」って感

じでですね。

講座の内容はいかがでしたか

全体としては、かなり盛りだくさんの情報、内

容だなと。

衝撃を受けたといえば、歩き方ですね。あとは、

足の構造についてもご説明いただいたんですが、

そこはいままで専門学校に6年通っても、教え

てくれてる範囲とは全然違ったので。

学校で習うのは、解剖学的なもの（骨がこんな

風にあって･･･とか）。

機能的なことは今まで教えてもらったこと一度

もないので、学校にいって習ったことよりも実

際の現実に即した、細かい具体的な足の使い方

や動きをなどを学べたのが衝撃でしたね

ご自身で、実際に歩き方を体験されていかがで

したか

全体的な感想としては、衝撃を受けました。あ

まりにも今までの歩き方と違って、レッスンで

最初教えられても歩けなくて、まず自分自身が

歩けるようになるのか？と思いました。

しかしきちんと歩けた時の足の軽さには、ビッ

クリしましたね。衝撃でした。

では実際に、教えた時の感想は

皆さん初めて歩いた時に、口を揃えて「足がめ

ちゃくちゃ軽い」って仰いますね。全員がすぐ

にわかるレベルの変化だってことですね。

外反母趾改善されましたか？

痛みに関しては、きちんと復習されている方は

１００％取れます。3回目くらいで前とは痛み

が違ってますと。いつもよりラクに歩けて、長

く、疲れなく、歩けるようになりましたと。母

趾の角度も皆さん改善していて、変化のない方

はいないです。指自体の向きが変わってたり、

母趾球の厚みが薄くなってきたりしてます。

一例ですが、初回６月前半、右32.8度 左

32.1度だった方が、７回目の治療時の９月２

０日には、右24.3度 左21.6度になっている

方がおられます。歩行指導を習う前の私の常識

では、ちょっと考えられない改善ですね。足指

には全く触らないで、歩き方だけでこんなに変

わるのですから。

歩き方を指導して、他の箇所の改善が見られた

方は？

歩き方を変えたことにより、腰痛が改善してい

る方が多いです。

お伝えしたセルフケアをしている方の約７割の

方は足とともに腰痛・肩こりなどの体の不調を

改善されています。

問診の会話の中でも「特に訴えるほど

は・・・」などと不調の部分を探さないと出て

こない状態でになりますね。

お体を触った時も、ガチガチに硬かったのが、

柔らかくなって、柔軟性がついてきてるんです

よ。



インストラクター講座を受講して良かったです

か？

はい！！。協会に出会えて本当に助かっていま

す。

もし、受講を迷われている方がいたら？

迷ってる場合じゃない！（笑）とりあえず何か

コンタクトを取って、まずは話を聞いててみ

て！

資金が少ない先生でも始められる方法も教えて

もらえるので。

人生が大きく変わりますよ！

費用分以上の価値はありましたか？

もう全然ありました！なぜか、凄いのは足の

コースで訪れた方が、当院の温熱などの全く別

のコースを始められる方多いんですよ。

本当に不思議だったんですが、中島先生にお聞

きすると、一流のセールスマンは、売り込まな

くてもお客さんが勝手に買ってくれるそうで、

それを自然にできる様に指導してくださってい

たそうです。ビックリですよね。

協会のアフターサポートについて

レスポンスの早さ・丁寧さですね。中島先生も

忙しいはずなのに、なんでこんなにレスポンス

が早くて、しかもしっかり長文で答えてくれて

驚きです。

協会のサービスで助かるのは？

動画で復習できるのが嬉しいですね。

僕、動画教材は２００回は見てますよ（笑）

僕らがしなくてはならないのは、中島先生が敷

いてくれた道の上になるべく乗っかるように、

まずは基本をしっかり守って同じトークになる

ようにすることがコツですね。

そうなると知らずに基礎が身につく。動画をそ

れだけ見る必要があるんですよ。

協会の集客のサポートはうまくいってますか？

HPによる集客サポートは、初めに話を聞いた

時は「本当に？」と思ってました。

実は、当院のホームページは今まで２００万円

は使ってます（笑）それでもHPから来るのは

月に1人～2人。

なので、今まではHPから来てもチョロっと

だったので中島先生がおっしゃるように「そん

なに来るの？」と半信半疑で話を聞いてました

が、それがフタを開けてみると、実際本当に来

たので！

数字で表すと？

すごいアップですね。

今まではHPから月に１人だったのが、平均し

て6～7名以上は来ています。月で20万くらい

はプラスになっていますね。

余談ですが･･･、当院は愛知の尾張旭市なんで

すが、富山から通ってくれる方がいらっしゃい

ます。「来れるんですか？」と尋ねると、「治

したいので通います」と！！。

その方もあちこち通ったそうですが、それだけ

本当に外反母趾を治せるところがないというこ

とですね。

今月新患でお見えになったかたは、全員3万円

以上のコースに繋がりました。

もちろん強引に勧めたりは一切なく（笑）、皆

さん気持ちよく自らお申込みされます。

中島先生が心理学を踏まえて教えてくださる問

診や、カウンセリングトークの威力は、ちょっ

と怖いくらいですね（笑）



「どうやって教えたらいいのか、

伝えたらいいのかっていうところ

まで教えて下さったので、具体的

に患者さんを治せるイメージが

しっかりできました」

北海道札幌市
アルケール整体院水野和維先生

水野先生は北海道札幌市のど真ん中で、整体院を

経営されておられます。院名にもあるように、歩

くということに関して凄く重要視しておられたの

ですが、さらに深く、体系的に学びたいと探して

いたところ、協会の改善例を見てビックリされた

そうです。

ネイティブウォーキングインストラクターコー

スを受講しようと思ったきっかけは？

当院が「歩く」ことをすごく大事にしていて、

施術と「歩き方」も気を付けましょうというの

でやってたんです。

その時にたまたま中島先生の話を、他の整体の

先生から教えてもらったんです。その時点で、

まだ治りきらない人もいたし、歩き方を体系的

に習ったわけでもなく・・・、どこかにもっと

きちんとした効果の高い歩き方があるだろうと、

探し求めているときに出会ったんです。

興味を持ったきっかけは？

自分の理想としてた歩き方にすごく近い雰囲気

がありました。

それとたくさんの改善例（実績）があったの

で、すごいなと。

これだけの結果を出してたら、多くの人を診て

るということにもなりますよね。

それだけ信用がある先生ってことですし。

協会の歩き方を習ったら、この改善例を使わせ

てもらえるかなと（笑）。今では自分でその改

善結果を出せているので、必要ないのですが。

受講前の不安

一般的な理論と違うから、そこをどういう風に

解説してくれるのか？不安でもあり、期待でも

ありといった感じでした。

違うと思ったらやめようと思ったし、納得でき

るようだったら進もうと思ったし

講座の内容はいかがでしたか？

全体の感想としては、理解しやすかったので

すね。教えることにポイントがずっと向いて

いたのでそこが良かった。

どうやって教えたらいいのか、伝えたらいいの

かっていうところまであったので、具体的に患

者さんを治せるイメージがしっかりできました。

どう伝えてどう実践してもらうかまで細かく確

立してあるなと。

理論は、面白かったし、質問にも全て納得のい

くよう答えてくださったので、良かったです。

不安はなくなりましたね。

ご自身で、実際に歩き方を体験されていかがで

したか

今まで違う、自分のモヤっとしてモノをはっき

りしてくれた。すごい脱力できる。

歩くのに力がいらないなーと。

では実際に、教えた時の感想は

痛みは歩き方を変えて、「痛くない」ってのは

ありましたね。

初めて体験されてすぐに言われました。それか

ら来られた時にも、「あの立ち方をしてるだけ

で痛くないのよね」とか。

若い頃からずっと痛くて、痛いのが当たり前

だった人とかも、立ち方を変えるだけでこんな

に痛くないんだ････みたいな。

もっと早く知りたかったみたいな感じのことを、

本当に頻繁に言われます。

また、日常生活をしてると、忙しくて忘れてい

たりして歩き方・立ち方が崩れて痛くなっ

てきても「あ！忘れてた」と思って気を付け

ると痛くないのよ。って言われます。

ヒザや股関節にお悩みの方が多くて、その7～

８割の方にそういう声が出ます。

外反母趾改善できましたか？

外反母趾の痛みに関してはほぼ全員取れてます。

角度が変わっていない方もいないです。全員改

善されてます。

他の先生方も同じように仰られていますが、こ

れって考えてみれば凄いことですよね。

中島先生だから、ではなく、再現性があるとい

うか、誰にでもできるレベルまで研究しつくさ

れているってことですからね。

他の改善が見られた方は？

ヒザ、股関節痛、腰痛、足首痛はなくなってま

す。足の横幅締まってきた（靴が緩くなってき

た）。

足が細くなった。

ヒップの位置が上がってきた。

お腹周りに筋肉がついて、締まってきた。。続

けていらっしゃる方は何かしらの改善がみられ

ています。



協会の集客のサポートはうまくいってます

か？

いってますね。いつもありがとうございます

（笑）。

売り上げは平均で２０万円ぐらいはアップし

てますね。

講座を受講されて良かったですか？

はい。良かったです！！

結局知識だけ増えて、現実には活かせないセ

ミナーが世の中殆どですが、中島先生の講座

を受講した殆どの先生が、２～３か月後には

講座代ぐらいは収益として挙がっているん

じゃないですかね。

私もそうです。

また中島先生は、ただ質問に答えてくださる

だけではなく、取り組む姿勢からアドバイス

がもらえるので、凄く勉強になります。

結局それがお客様との向き合う姿勢。技術～

向き合う姿勢までアドバイスが貰えますから。

特に、動画教材をどんどん沢山挙げてもらえ

るのは、めちゃ助かりますね。

見直すたびに発見があります。患者様に渡す

必要な資料等までも、協会で用意してくれる

のがうれしい。投げっぱなしではないところ

ですね。

習った技術を収益化する細かいところまで、

全部フォローしてくれる。

もし、受講を迷われている方がいたら？

もう、まずはとにかく、体験セミナーに行っ

てみて。それ自体だけでも時間をかけていく

価値がありますしね。

技術だけでなく経営にも役立ちますよ。

私も含め治療家は個人事業主が多くて色々不

安だと思いますが、いろいろ相談にも乗って

くれるから、そんな不安とかを解消しながら

やっていけるよ！ですね。

他の改善が見られた方は？

ヒザ、股関節痛、腰痛、足首痛はなくなって

ます。足の横幅締まってきた（靴が緩くなっ

てきた）。

・足が細くなった。

・ヒップの位置が上がってきた。

・お腹周りに筋肉がついて、締まってきた。

続けていらっしゃる方は何かしらの改善がみ

られています。

協会の集客のサポートはうまくいってます

か？

いってますね。いつもありがとうございます

（笑）。

売り上げは平均で２０万円ぐらいはアップし

てますね。

講座を受講されて良かったですか？

はい。良かったです！！

結局知識だけ増えて、現実には活かせないセ

ミナーが世の中殆どですが、中島先生の講座

を受講した殆どの先生が、２～３か月後には

講座代ぐらいは収益として挙がっているん

じゃないですかね。

私もそうです。

また中島先生は、ただ質問に答えてくださる

だけではなく、取り組む姿勢からアドバイス

がもらえるので、凄く勉強になります。

結局それがお客様との向き合う姿勢。技術～

向き合う姿勢までアドバイスが貰えますから。

特に、動画教材をどんどん沢山挙げてもらえ

るのは、めちゃ助かりますね。

見直すたびに発見があります。患者様に渡す

必要な資料等までも、協会で用意してくれる

のがうれしい。投げっぱなしではないところ

ですね。

習った技術を収益化する細かいところまで、

全部フォローしてくれるので。

もし、受講を迷われている方がいたら？

もう、まずはとにかく、体験セミナーに行っ

てみて。それ自体だけでも時間をかけていく

価値がありますしね。

技術だけでなく経営にも役立ちますよ。

私も含め治療家は個人事業主が多くて色々不

安だと思いますが、いろいろ相談にも乗って

くれるから、そんな不安とかを解消しながら

やっていけるよ！ですね。


