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【はじめに】 

 
LINE@登録及び特典閲覧ありがとうございます。 
僕は映像や写真の撮影で⽐較的様々な地域の治療家とお話をする機会が多いです。 
 
多くの鍼灸師やマッサージ師或いは整体師の⽅々と話をしているなかで､数少ない信頼できる院/⼈をここで紹
介します。 
 
クライアントの治療家を撮影している中で､僕⾃⾝も鍼灸マッサージ師として｢この⼈は信頼できるな｣と感じ、
⼀般のお客様にも⾃信を持って紹介できる⼈物だけをピックアップしています。 
（改めてピックアップしたら東京が全く無い。というか 23 区でも⼀つも無い…） 
 
ここに載っている⼈々はマジの本気で僕がリストアップしています。 
｢お友達だから…｣とか｢何回か⾷事をしたから…｣というような忖度は皆無です。 
 
LINE@に登録して頂いたあなただから⾒せています。 
LINE@の中でしか公開していない⾮公開のリストだから⾒せています。 
もっとオープンな場でこれを作ってしまうと､⾊々のしがらみから本当のことを⾔えなくなってしまうのでこの
場でだけ完結する様にしました。 
 
選ぶ基準としてはおおよそ下記の様な基準を独⾃に作っています。 
1． ⼈として尊敬できる⼈格かどうか 
2． 秘匿性､プライバシーなども安⼼して⾔いづらい事も相談できるか 
3． その先⽣の技術を受けた or 技術の理論を⽣で聞いた事があるかどうか 
4． その上で僕⾃⾝が納得できたか。（効果や理論など） 
5． 同業などから悪い噂を聞いたりマイナスイメージがあったりしないか 
6． その⼈の⽇々の発信（Facebook など）を⾒て理にかなっているかどうか 
7． そもそも全く知らない⼈に紹介して､僕の評判が落ちないかどうか？ 
 
というような基準を独⾃に考え､僕の独断と偏⾒でこのリストは作成しています。 
ですが､特に 7 番の内容は重要で｢杉本から聞いた先⽣のところに⾏ったのに､全然ダメだった｣という⾃体は避
けたい。（僕は皆さんに嫌われたくない…） 
 
ということで 7 番の審査基準で多くの⼈が落ちます（笑） 
僕が｢この⼈だったらどんな⼈でもきっと紹介できる！｣と⾃信を持つ事ができる⼈のみをリストアップしてい
ます。 
 
だから､｢○○なタイプの⼈だったらこの先⽣が合うな｣とか曖昧な感じの⼈はリストから落ちています。 
ほぼどんな⼈でも｢良い｣｢まぁ良い｣と評価を付ける⼈だけのリストになります。 
 
あ、ちなみにこのリストの最終更新⽇は 2018 年 10 ⽉ 23 ⽇ です。 
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皆様から｢リストに載ってたドコドコに⾏ったケド、全然治らなかったし対応も悪かったよ｣っていうタレコミが
⼊った時点でその場所はここから削除します。 
 
というわけでドンドンたれこんでください！バンバンリストから削除します！（笑） 
 
 

【当特典の利⽤規約とお願い】 

・各サロンそれぞれ最適な⽬的があります。あなたの⽬的と完全に⼀致しないからというクレームは受け付けま
せん。(例.マッサージして欲しかったのにマッサージが無かった等） 
 
・このリストのお店に⾏って本当に良かったら､その先⽣に｢杉本の紹介で来ました｣と⾔ってください。僕がそ
の先⽣に感謝されマウンティングできます。 
  
・このリストのお店に⾏ってダメだったら､僕に直接タレコミをください。このリストから削除します。 
  
・このリストに⾏ってダメだったからといって僕の悪⼝を周りに⾔いふらさないでください。凹みます。 
  
・良くも悪くも⾏った感想を僕に送ってください。僕が喜びます。（強制ではありません） 
 
・送ってくれた感想は今後の選定の参考に使います。その他の⽬的､その先⽣にチクるなどはしません。 
 
・他の治療院の HP にこんな⽂⾔載っていたけど？っていう質問もくれるとその点に関して調べます。なのでド
ンドン要望送ってください。 
 
・このリストには､本当に僕杉本が良い､オススメ出来るという治療院だけを載せること､ステルスマーケティン
グやお⾦をもらってこのリストに載せるということを⼀切しないことをここに誓います。 
 
・ここに⾏ってみたいんだけど､ちょっと⼼配…みたいな要望があれば僕がテストで⾏きます。要望出してくだ
さい。（クローズなコミュニティに出しますので全部ぶっちゃけます） 
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【⽬次】 
 
【⾃信を持って紹介できる治療院､サロンリスト】 
【東京都】 
・東村⼭市ボディメイクサロン 
・⻄東京市股関節若返り美脚サロン 
・江東区⻲⼾アンチエイジングクリニック 
 

【神奈川県】 
・横浜市センター南クリア接⾻院 
・相模原市鍼灸接⾻院 

 
【千葉県】 
・柏市北柏整体院 
・鎌ケ⾕市接⾻院 

 
【茨城県】 
・守⾕市鍼灸接⾻院 

 
【京都府】 
・京都市整体院 

 
【出張】 

Ps 訪問鍼灸マッサージ 
 
【こんな HP を作っている治療院は気を付けましょう。】 
 
【良い治療院は僕ならこう探します】 
 
【2018 年 8 ⽉からこんなことが実は起きてます】 
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【東京都】 
[東村⼭（⻄武新宿線久⽶川駅）] 
B-freedom 佐藤⿇美さん 
住所：⾮公開 
TEL：⾮公開 
料⾦帯：\10,000/回 
駐⾞場：付近にコインパーキング有（提携なし） 
特記事項：⼥性限定のメディメイクサロン。主に⾝体のシェイプアップやボディメイクを⾏います。 
  
こちらのサロンは⼥性限定となります。また他とは違い治療院ではなく､パーソナルトレーニングスタジオとい
う様な形式を取っています。 
痛みの治療は⾏っておりませんが､｢こんな⾝体になりたい｣｢たるんだお腹/お尻を引き締めたい｣などの⼥性の
⾝体に関する悩みを解決してくれます。 
  
代表の佐藤⿇美さんは､ご⾃⾝もとてもスタイルが良くて美⼈ですのでぜひ⼀度お会いしてみてください。 
サロンは 1 対 1 のパーソナルトレーニングとなりますので､プライバシーも完璧に守られます。 
1 児のママでありながら､出産したとは思えないプロポーションを維持されています。 
ご⾃⾝で実践されているトレーニングで､効果をご⾃⾝の⾝体で証明されています。トレーニング初⼼者から､更
に体のシェイプアップを考えている上級者までどんな⽅にもオススメのスタジオです。 
  
⼥性限定となりますので､ご予約頂いた⽅に住所や電話の詳細をお伝えしている状態になります。予約を希望の
⽅は直接僕にご連絡ください。 
 
 
 [ひばりヶ丘（⻄武池袋線ひばりが丘駅）] 
股関節若返り美脚サロン Glitter 
住所：⾮公開 
TEL：⾮公開 
料⾦帯：\10,000 前後/回 
駐⾞場：無し 
特記事項：⼥性限定のボディメイクサロン。 
  
こちらも前述した佐藤⿇美さんのスタジオと同じような形式になります。 
コチラは名称の通り股関節から若返り美脚をサポートするパーソナルトレーニングスタジオになります。 
代表の⼟屋あや⼦さんご⾃⾝も美脚の持ち主。 
執筆時点（2018/10/23）で⼟屋さんは 39 歳ですが､現在も現役でショートパンツに⽣⾜で外を出歩くくらい､⾜
に⾃信を持っています。実際に僕もお会いしたときはショートパンツに⽣⾜でした。とてもキレイです。 
  
ご⾃⾝も美脚ですので､その美脚を維持するための独⾃メソッドで､お客様の⾜を美脚に作り替えます。 
また股関節を軸に考えそこから全⾝を整えるという考え⽅の施術を⾏っております。 
  
こちらも⼥性限定となりますので､ご予約頂いた⽅に詳細をお伝えしています。予約を希望の⽅は直接僕にごれ
らく頂ければ⼟屋さんへお繋ぎします。 
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[⻲⼾(JR 総武線⻲⼾駅)] 
ドクター⼩池クリニック ⼩池佳嗣先⽣ 
住所：東京都江東区⻲⼾ 2-42-5 ⻲⼾クリニックファーム 5F 
TEL：03-5858-8111 
料⾦帯：要確認（診療内容によりことなります） 
駐⾞場：なし 
  
ここは唯⼀のお医者様のご紹介になります。 
予防医学として様々な診療を⾏っています。原因不明なカラダのダルさに⾎液クレンジングや超⾼濃度ビタミン
C 点滴など不定愁訴から､脚やせやワキ汗治療のボトックス注射などにも対応。 
 
僕が治療内容に関しすべて知っている訳では無いので､どの治療もオススメ出来ると⾃信を持って断⾔すること
はできません。 
 
それでもこのクリニックをオススメ理由はなんと⾔っても､院⻑の⼩池先⽣にあります。 
この⼩池先⽣は⾮常に頭の良い先⽣で知識も豊富です。（まぁドクターなので当たり前といえば当たり前ですが） 
  
本当に健康（特に予防医学）へ意識が⾼い⼈はここを受診するべきです。 
その⼈に合った最適な治療⽅法を提案してくれます。また⾃由診療がほとんどなので､よくある無愛想で感じの
悪いドクターとは全く違います。 
 
また⼩池先⽣⾃⾝も予防医学に対して真剣に取り組んでいるため､2018/10/23 時点で 40 歳を超えていると思い
ますが､全くそんな雰囲気は感じません。 
 
⾮常に若く肌もキレイでイケメンなドクターです。（まだ独⾝みたいです） 
⼩池先⽣だけでなく､マネージャの吉⽥さん､受付の神（じん）さんと⼆⼈の⼥性も在籍していますがお⼆⼈とも
とてもキレイな⽅々です。 
 
アンチエイジングにも精通していて､普段のケアからいつまでも美しい状態をキープしたい⽅（特に男性）は下
⼿な所に⾏くより､⼩池先⽣の診察を受けるべきです。 
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【神奈川県】 
[横浜（横浜市営地下鉄センター南駅）] 
横浜クリア接⾻院 久保⽥隆介先⽣ 
住所：神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央１７−２６ 
TEL：045-511-8984 
料⾦帯：\10,000 前後/回 
駐⾞場：近くにコインパーキング有（提携は無し） 
定休⽇：⽊曜⽇/⽇曜⽇（⼟曜⽇も休みの可能性あり） 
  
院⻑の久保⽥隆介先⽣はご⾃⾝でセミナーも開催されており､多くの⽅が技術を学びに来ています。 
  
久保⽥先⽣の治療の特徴は､『治療とトレーニング』を同時にやると⾔うこと。久保⽥先⽣が代表を務める団体
は『治療とトレーニングの融合実践会』という名称を掲げており､セラピストが提供する治療だけではお客さん
の本当の意味で治療ができないという考えの基、トレーニングを取り⼊れて再発防⽌に注⼒しています。 
 
治療に関しては『そもそも…？』という所を常に考えるようなタイプで､『その症状はそもそも何で出てるのか？』
や『そもそも⽇頃の動きで調⼦が悪くなるのであれば､改善点はそこにあるはず』など､原因の追及が上⼿い⽅に
なります。 
 
⼀児のパパで家族との娯楽の時間もしっかり取る家族思いの先⽣です。奥様がキレイ。 
様々な症状に対応可能。特に膝･腰･肩周辺の痛みに関しては信頼しても⼤丈夫です。 
 
 
[相模原（JR 横浜線⽮部駅）] 
さがみはら鍼灸接⾻院 只野拓也先⽣ 
住所：神奈川県相模原市中央区富⼠⾒ 6-6-1 ⼤賀ビル 111・110 
TEL：042-814-8140 
料⾦帯：\15,000〜\30,000（すいません詳しくは分かりません…(_ _)） 
駐⾞場：不明 
  
形式上さがみはら鍼灸接⾻院の代表という形になっている只野先⽣。ですが､さがみはら鍼灸接⾻院にいることは少ないで
す。他にも【代官⼭メディカル整体院】や六本⽊にある【アスリートボディ】という店舗にいることが多いです。 
  
実際に只野先⽣の施術をご希望の⽅は直接僕に連絡ください。どの店舗で只野先⽣の施術が受けられるのか､正直僕でも分
からないのでご希望の⽅をお繋ぎします。 
  
只野先⽣も全国でセミナーを開催する様な⽅です。僕もセミナーに参加したことありますが､⾮常にわかりやすい⼿技で尚
且つ効果が⾼い⼿技を伝えています。また只野先⽣はここに載っているリストの中で No.1 の知識量を持っていると僕は考
えています。オススメ出来る治療家は結構いますが､只野先⽣は数少ない尊敬できる治療家です。 
  
誰に紹介しても恥ずかしくない､⾃信を持って紹介することができる知識量。そして何より⼈柄も良いので､単純に僕⾃⾝も
仲良くしておきたい数少ない⼈物です。 
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その豊富な知識から､おそらくどんな症状にも対応する事が可能だと思います。｢困ったら只野先⽣に聞いておけば⼤丈夫｣
と僕の中で考える位､全⾝をオールマイティに治療する事ができる唯⼀の先⽣と⾔っても過⾔では無いでしょう。 
  
尚､さがみはら鍼灸接⾻院･代官⼭メディカル整体院及びアスリートボディには､只野先⽣以外の施術スタッフも在籍してい
ます。 
僕は､只野拓也先⽣以外はお会いしたことありませんので⾃信を持って紹介することができません。あくまで“只野拓也先⽣”
であれば⾃信を持って紹介することができますので､ちゃんと施術を受けたい⽅はまず僕にご⼀報ください。 
 
【千葉県】 
[柏（JR 常磐線北柏駅）] 
北柏のぞみ整体院 ⽒原⼤貴先⽣・藤原慎也先⽣ 
住所：千葉県柏市北柏 3 丁⽬ 3−7 ⽥中ビル 101 
TEL：04-7166-1570 
料⾦帯：\10,000 前後/回 
駐⾞場：有（無料） 
 
現在はのぞみグループとなり､流⼭などにも店舗をオープンしています。（まだそこは⾏ったことが無いので､⾃
信を持ってオススメすることはできません。） 
  
のぞみグループの代表として在籍されているのが⽒原⼤貴先⽣です。そして北柏のぞみ整体院の院⻑が藤原慎也
先⽣です。 
  
特に膝の痛みに関してはとても信頼をおけます。また､脳卒中のリハビリテーションもされていましたので､知識
レベルも⾮常に⾼く尚且つ施術⾃体も⾝体がスゴく治ると評判です。 
  
キッズスペースがありますので､⼦連れでも来院可能です。産後⾻盤矯正から膝痛､腰痛などにとても強い⾃信を
持って紹介することができる治療院です。 
  
執筆現在（2018 年 10 ⽉ 23 ⽇）､スタッフが複数いる可能性もあります。その他スタッフの⽅も研修を受けてい
るとは思いますが､僕（杉本）がまだ直接お会いしたことないですので､施術は⽒原先⽣か藤原先⽣に受ける事を
オススメします。 
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[鎌ケ⾕(東武野⽥線初富駅/新京成線北初富駅)] 
鎌ケ⾕ 純接⾻院 
住所：千葉県鎌ケ⾕市東中沢 2-24-40 
TEL：047-427-9053 
料⾦帯：\6,000 前後/回 
駐⾞場：不明 
 
院⻑の佐々⽊純先⽣は TV メディアでもその施術⽅法が取り上げられています。 
特にお⼦様（⼩学⽣〜⼤学⽣）の⾝体のケアについてお悩みの⽅へオススメします。 
 
部活をやっている学⽣さんから､腰が痛い⼩学⽣など特に⼦供の施術に強いです。 
 
また各種メディアに取り上げられている時には､｢情報操作が⾏われてて本来の⾃分が考える内容とは少し違っ
た形で取り上げられてしまっている｣ともこぼしていました。TV の情報では信⽤できない。本当の所どうなの？
ということを知りたい親御さんは佐々⽊純先⽣のお話をまず聞いてみてください。 
（上記内容は LINE@登録者のみに配布しているこの特典でのみお話ししています。外部への流出は厳禁になり
ますので必ずお守りください） 
 
【茨城県】 
 [守⾕(つくばエクスプレス守⾕駅)] 
いちかわ守⾕整⾻院はりきゅう院 市川ルミ副院⻑ 
住所：茨城県守⾕市松ヶ丘 5-36-5 
TEL：0297-37-4548 
料⾦帯：\10,000 前後/回 
駐⾞場：有（無料） 
 
茨城県守⾕市､つくばエクスプレス/関東鉄道常総線 守⾕駅から徒歩 15 分。徒歩だと遠く感じるので⾞でのアク
セスをオススメします。 
 
この院の副院⻑市川ルミ先⽣はマッサージ鍼共に⾮常に上⼿いです。鍼って受けたことないから受けてみたい､
でも何か鍼って怖いイメージがある。という⼈はまずこのルミ先⽣の鍼を受けてみてください。 
  
肩こりや腰痛はもちろん､顔に鍼を刺す“美容鍼灸”もオススメです。ルミ先⽣⾃⾝もかなりキレイな⼥性のセラ
ピストで､｢⾝体を触られるなら⼥性が良い…｣と考えているならルミ先⽣以外に適任者はいません。 
  
物腰も柔らかく､どんなことも安⼼して相談できます。1 児の⺟とは思えないスタイルと美貌の持ち主。 
僕が知りうる中で No.1 の⼥性鍼灸師です。腕と､⼈柄は保証します。 
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【京都府】 
[鞍⾺⼝(京都市営地下鉄鞍⾺⼝駅)] 
整体院 仁-jin- 橋本佳起先⽣ 
住所：京都市北区紫野宮東町 1-73 シャトー紫明 1F 
TEL：75-432-8384 
料⾦帯：\10,000 前後/回 
駐⾞場：有（市営駐⾞場なので多分有料） 
 
京都市でぎっくり腰になったらまずここに⾏きましょう。橋本先⽣が⾏うぎっくり腰の治療は魔法の様です。痛
みで歩くのもやっとだった⼈が､5 分〜10 分ほどの施術で痛みがほとんど無くなります。 
 
痛みが多少残っていても動くのには全く⽀障が出ないレベルまで“その場”で回復させてくれます。 
 
ぎっくり腰で魔法のような施術を繰り出す橋本先⽣ですが､ぎっくり腰だけでなく椎間板ヘルニアや坐⾻神経痛
関連などの腰痛に関する症状はほぼ治すことができるでしょう。 
 
京都の腰痛スペシャリストはこの先⽣以外僕は知りません。 
 
【番外編】 
[訪問施術] 
Ps(ぴーす)訪問鍼灸マッサージ 
住所：出張施術専⾨ 
TEL：⾮公開 
料⾦帯：\10,000〜\15,000 前後/回 
駐⾞場：＝ 
  
リストの中に⾃宅近くの院が載っていない！という⽅の為にご⾃宅へ出張施術をしてもらえる⽅のご紹介です。 
出張専⾨の鍼灸マッサージ施術を⾏われているのは､中上和⽞先⽣。 
 
⾃宅に他⼈が来られるのは⾮常に不安です。実際僕も嫌です。 
もし⾃分が誰かを呼ぶのであれば､中上先⽣を呼びます。中上先⽣は 1988 年⽣まれの 30 歳（執筆時点 2018/10/23） 
  
男性ですが､話の聞き⽅も⾮常に柔らかく既に⼥性のファンも多いです。何でも相談できる安⼼感がありながら
気軽に話ができる親近感も持ち合わせている⾮常に珍しいタイプの鍼灸師です。 
 
また鍼灸師は職⼈気質な⼈が多く付き合いにくい⼈が多い中で､中上先⽣は⾮常に柔軟な考え⽅の持ち主です。 
⽇本全国出張施術を承ってくれますので､⾝体がツラくて動けない､でも質の⾼い治療は受けたい。という⽅にベ
ストマッチな先⽣です。 
 
移動交通費は別途負担となると思います。詳しくは僕に直接確認のご連絡ください。 
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【こんな HP を作っている治療院は気を付けましょう。】 
 
さて､こうやって僕が⾃信を持ってオススメ出来るリストを真剣に作って⾏くと｢意外と少ないなぁ｣と改めて思
いました。 
 
というか､関東圏内がやっぱり多くて北⽇本のリストは全くないし､⻄⽇本も京都にしかオススメ出来るところ
がない。 
こんな状態ではやっぱり良くないですので順次⾊々な先⽣と話をして､会いに⾏ってリストを増やして⾏きたい
とは思っています。 
 
まぁ会ったところでその⼈が信頼できなければリストが増えないんですが…。 
 
まだまだリストが少ない状態なので､｢私の地域の近くにはリストがないや｣という⽅、当然多いですよね。 
そうなったらやっぱり⾃分で探すしか⼿段がないわけで､でも｢治療院の HP は皆同じ事書いてあるので 
 
 
良い所を⾒つけるのは⾮常に困難です。 
上記リスト以外の治療院ではこんな所を⾒れば⽐較的⾼い確率で良い⼈に当たることができるよ！っていうポ
イントをお伝えしていきたいと思います。 
 
 
まずは“こんな情報発信をしている治療院には気を付けろ”ポイントとその理由をズラーッと載せていきたいと
思います。 
 
≪根本治療と書いてある治療院の HP≫ 
その治療院それぞれの治療⽅針というのはいっぱいあるのですが､はっきり⾔ってあなたの症状の“根本”を解決
する事は不可能です。コレは誰であっても無理です。（いやまぁ⼀部にはそれを可能にしているっぽい⼈います
が） 
 
というのも､治療院に来る⼈達のほとんどが“慢性的な××の痛み”という症状です。⾻を折ったとか､靱帯が断裂
したとかそういう､器質的（物質的）に明らかな損傷があって問題が⽣じているのであればそれを治療すれば痛
みが無くなるのですが､慢性痛って原因分かってないんです。 
 
⼤事なことなのでもう⼀度⾔います。あなたの慢性痛の原因は分かってないのです。 
 
これは医学的な観点からまだ不明です。 
ただ､コレを⾔ってしまうと商売にならないので､｢あなたの腰の痛みは⾻盤です｣とか？｢⾜の⻑さが左右で違う
から腰が痛むです｣とか？⾊々理由はこじつけるんです。 
 
 
これに⼀般消費者も気付いていないというのも問題ではあります。 
ファスティングって最近ブームですよね？ 
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ファスティングで腰痛が治る⼈もいます。でも治らない⼈もいます。 
僕みたいに運動して痛みが取れちゃう⼈もいます。⾝体揺らされてるだけで治っちゃう⼈もいます。 
 
あ､ちなみに僕の経験談ですがデスクワークの⼈でずーっと右腰がいたい⼈がいました。⾊々治療しましたけど
ぜんっぜん治らない。 
 
それである⽇その⼈の右側に座っていた嫌いな⼈が退職したんです。 
 
そしたら腰痛治っちゃったんですよ。 
もうね､意味分からないですよね。 
うん。だからまぁ結局⾊んな事で治っちゃうんです。よくわかんないんです。笑 
 
 
≪こんなストレッチ画像を載せてる治療院はダメかな≫ 
 
これは聞いた話なのですが､右のこんなストレッチで膝を伸ばしているバージョンの画
像載せてるところ結構ありません？ 
これ､何のストレッチなのかはっきり⾔って不明なんですって。 
 
太ももの後ろ伸ばしたいなら膝曲げますし､ふくらはぎ伸ばすなら別に⾜を上げる必要
無いんです。 
だからこの⼿技⾃体が理にかなってないみたいなんですよね。 
 
うん。だから､謎の⼿技をやっていて､解剖学的に⾒ても特に意味の無い⼿技…。ってい
う感じ笑 
 
≪この⽂⾔は完全無視してください≫ 
 
治療院の HP には⾊々なセールストークが載っています。まぁあの⼿この⼿であなたを⾃分の所へ来させようと
するわけです（笑） 
  
ちょっとでも｢あ！私のことかも！｣って思える様な､響く様な事を⾔ってくるのです。 
その最たる例が下記に載っている⽂⾔になりますので､この⽂⾔はもう完全無視してください。僕だったらこの
⽂⾔が⼊っている時点でそこは候補から外れます。 
  
・たった 1 回で○○！（改善や変化を実感！） 
・○○治療専⾨院です！ 
・リピート率○○％！ 
・根本治療！ 
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≪お客様の声の声も完全無視してください≫ 
 
⾃分の治療院の HP に載せるお客様の声で悪い声を載せるわけ無いです。良い事しか⾔いませんよそりゃ。笑 
皆さんも､｢HP に載っている声ってどうせサクラでしょ？｣って感じていますよね？ 
 
ハイ。そうです。サクラです。 
 
 
いやもちろん本当のお客さんにお願いして撮らせてもらっている事もあります。 
でも､それってお客さんと先⽣との信頼関係が⼤分出来上がっている状態で撮るんですよね。 
 
だから､初めて⾏く⼈の参考には全くならないっていう事なんですよ。 
  
これは僕が普段使っているモバイルバッテリーのレビューの⼀部なんですが 
 

 
 
これデメリット書いてありますよね。 
このバッテリーは iPhone なら 10 回くらい充電できるモバイルバッテリーなのですが､容量が⼤きい分かなり重
いしデカい。 
 
でも僕はそこにデメリットをあまり感じ無かったんです。いや正直に⾔えば軽い⽅がもちろん良いんですが､そ
れよりも“今はとにかく⼤容量が欲しかった”というのが勝ったんです。 
 
容量＞重量 
 
という⾃分の優先順位を決めていたので､重くてもバッグに突っ込んでおけば良いや。位に思ってデメリットに
は感じませんでした。 
 
このように､“ある⼈にとってはデメリット”だけど“それは⾃分の中で許容できる”っていうところを⾒つける必
要があります。 
 
でも正直こんなデメリットまで載せてる⼝コミがそもそも少ないので､その辺は全部無視してください。 
  
 
 
ということで､とりあえず気を付けましょう。ポイントはこれくらいになります。 
更に気付いたことがあったら順次追記していきます。 
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また､こんなのがあったケドダメだったっていうタレコミがあったらそれも検証します。 
 
 
【良い治療院は僕ならこう探します】 
 
≪院⻑先⽣の Facebook を⾒る≫ 
 
僕は結局腕より⼈派なんです。もちろん腕も⼤事なんですけど､｢治療家｣って名乗っている時点で､ある程度治す
技術を持っていることは⼤前提なんですよね。 
 
カレー屋さん⾏って､カレーが出てくるの当たり前じゃないですか。シチュー出てきたら切れますよね。 
 
治療家って⾏っているのだから“治療”を提供するのは⾄極当然なんです。 
そしたらそこに＋αが無いと中々選びづらいよね。っていう話になるんです。 
 
そうしたらもう 
｢その⼈が信頼､安⼼できる⼈格かどうか？｣ 
っていうところです。 
 
それを結構簡単に尚且つ意外と詳しく⾒られるのが Facebook なのです。 
 
お店の公式 Facebook って､お客さんが⾒る事を前提にしていますので､そりゃ良いこと書きます。 
でも⾃分の Facebook まで気を配っている治療家は今のところ少ないです。 
 
⾃分の治療院のブログ URL をずっとシェアしているだけだったり､全く投稿していない⼈だったり。 
 
そこでその先⽣の⼈柄とは？というのをある程度把握してから､どんな⼈なのかな？っていうのを確認してみま
しょう。 
 
僕もその辺りを参考にこのリストを作っている節があります。 
Facebook でそんな簡単に検索出来るモノ？って思うかもしれませんが､結構治療家の先⽣は⽬⽴ちたがり屋の⼈
が多いので､なんの変哲もない投稿も⼀般公開している事が多いです。 
 
なので､Facebook の検索ウィンドウでその先⽣の名前を検索してみると結構出ます。 
やっぱりプライベートとかが⾒えるとよくわかりますよね。 
URL のシェアだけだとその⼈が分からないのでそこには⾏きません。 
 
あと最近スゴく多いのが､｢治療家が海外進出！｣的な投稿です。僕も治療家なのでこの投稿⾃体にどうこう⾔う
訳では無いですが､⼀般的なお客⽬線になるとよくわからない、クソの程参考にならない内容なのでコレも無視
してください。 
 
それから､セミナーやりました！みたいな投稿を多くやる⼈がいますが､それは投稿した⽇付を必ず確認してく
ださい。 
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⽉ 1 くらいで定期的に開催している様であれば､まずまず良い印象ですが､3 ヶ⽉とか半年に⼀回くらいのスパン
でたまたまやったときだけアップするような⼈はその程度です。 
 
投稿の⽇付にも気を付けましょう。 
 
あ、ちなみに僕の個⼈ Facebook も⾒られますが本当にくだらない内容しか投稿していません。 
 
 
≪⾃分の中で譲れないポイントを決めておく≫ 
 
これは最終決定のポイントとなるわけではないのですが､選択肢を狭める為の要素となります。 
 
ちなみに僕が譲れないポイントとしては 
“他のベッドとの仕切りがカーテンではない” 
ということ。 
 
僕は他の⼈が話している声とか､⾃分が話している内容が周りにダダ漏れという状況は絶対に避けたいのです。 
ですので､少なくとも半個室､できれば個室に近い或いは⼀⼈しか来られないという様な状態。コレを作れるとこ
ろです。 
 
でもそれを HP から確実に判別出来るかわからないですよね？ 
そうです。⾃分が知りたい情報が載っていない可能性があります。 
 
そうしたらその治療院さんは選択肢から外れます。 
分からないから⾏かない。リスクは犯さない。コレが鉄則です。⾏った結果やっぱダメだった。僕はそれをネタ
にしますが､皆さんはネタにもなりませんのでリスクは犯さないようにしましょう。 
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【2018 年 8 ⽉からこんなこと起きてます】 
実は 2018 年 8 ⽉から医療関係･治療院関係などの広告及び HP に規制が⼊ってきました。 
厳密にはまだ｢こういう準拠基準を作っているので皆さん従ってくださいね〜｣くらいの緩い感じですが､今後順
次 HP を巡回して基準に違反している HP に関しては指導していく形になります。 
 
具体的に⾔うと 
・優位性の表⽰ 
・効果効能を⽰唆する表記 
・ビフォーアフターの表⽰ 
・医師以外の医療⽤語の使⽤禁⽌ 
 
などなど。僕も把握しきれない程の規制が⾊々⼊ってきました。 
簡単に⾔うと､｢改善率○○％｣とか｢腰痛がよくなります！｣とか HP に記載しちゃダメですよ。っていう話。 
  
コレに伴って施術をしたことによる Before/After も載せられなくなります。 
現時点（2018 年 10 ⽉ 25 ⽇付）ではドクターなどの医療関係者にのみ検査が⼊っていますが､今後整体院などの
治療院にも規制が⼊っていく事が予想されます。 
  
今後整体院に載せる事ができる情報は【営業時間】【アクセス】【料⾦】など本当にシンプルなモノになってくる
可能性があります。 
そうすると騙された！という事象は減ってくると思いますが､ますますどこに⾏けば良いのか分からない状態に
なります。 
 
ですので､僕が⾜を使って皆様に信頼できる治療院を紹介していきたいと考えております。 
今はまだたいした影響⼒はありませんが､皆様のタレコミなどの⼒もいただき､良くない治療院を⾃然淘汰して
いければと考えております。 
 
 
ということで多分皆さん全部を読んでいるハズないと思いますが､⾃分の近くにオススメリストがあればそこだ
けでもみてみてください。 
 
この特典は複製または再利⽤を禁⽌します。もし同業種による複製･再使⽤が発覚した場合は僕のネットワーク
を全⼒で使い､使⽤者の特定及びそれ相応の対応をさせて頂きます。 
 
杉本 郁 


