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はじめに 
 

 

はじめまして。東京整体アカデミー代表の寺林陽介です。 

私は治療家として 20年以上、延べ 4万人近くの患者さんを施術してきました。2008年 10月に南青山でも

治療院を開設するまで、神奈川県大和市で完全予約制、完全紹介制の治療院を 10 年にわたって運営してき

ました。来院された患者さんのうちおよそ 93％の方がリピートされています。 

 

また、現在では美顔、美脚などの美容を目的に来院される方が増えてきました。10年以上前から美容鍼をや

っていましたが、手技で同じ効果を出す技術を開発し、鍼がこわい、鍼が苦手という方向けのコースを出し

たところ、通常の治療以上に利用者の方が増えてきています。 

 

これら、私が実際に現場で行っている整体技術や美容・アンチエイジングのトリートメントをお伝えする整

体スクール。それが東京整体アカデミーです。 

 

私たち治療家、セラピストは、まず高い技術が必要です。高い技術があるからこそ患者さんやクライアント

さんに喜んでいただけるのです。その場ではっきりと体が楽になったり、顔や足のむくみが取れスッキリす

るなど、心地よさと効果の両方を満たす技術を身につけていただけるようご指導しています。 

 

 

私の持論は、今の仕事を続けながら整体師やセラピストとして月に５万円、１０万円と稼げるようになるとこ

ろからスタートするということ。整体の技術や美容のトリートメントを学んだからといって、すぐに店舗を構

えて独立開業する必要はありません。特に今のご時世、いきなり独立開業することは大きなリスクを伴いま

す。まずしっかりとした技術とコミュニケーション術を身につけて、これを「自分自身を売る、知ってもらう」

ことに使っていきましょう。 

 

もし営業のお仕事をしている方であれば、出会った人にいきなり商品を営業するのではなく「整体の先生」

としてあなた自身を営業するのです。日本人の約 7 割は、肩・首のコリや腰痛を感じているといわれます。

あなたに興味を持ちあなたの整体やトリートメントを気にいってもらえたら副収入になりますし、将来的に

商品を購入される人も出てくるでしょう。 

 

もしあなたがスポーツやヨガなどのインストラクターであれば、既存のクライアントさんの中に肩こりや腰

痛を気にしている人は必ずいます。その方たちから体の相談を受けたときに施術をしてあげたらどうでしょ

うか。クライアントさんとの信頼関係も強くなり、インストラクターとしての株も上がっていくでしょう。 

 

もしあなたが接客のお仕事をしていれば、クライアントさんの肩こりや首のコリを短時間で楽にしてみると、

クライアントさんの、あなたを見る目がまったく変わっていきます。健康や体のことにまったく興味がない

人はほとんどいないので、これを会話の糸口にすればクライアントさんのハートをつかむことができるでし

ょう。 
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そうして技術に自信がつき、施術を受ける人が増えてきたら、この仕事を本業にしたり、独立開業に向けて

動き出せばいいのです。 

 

 

私は経験上、実際に施術の現場に立っている先生からマンツーマンに近い状態で教えてもらうことほど効率

的で速く技術を習得する方法はないと感じています。それであれば、この形式で生徒さんを指導して、確実

に技術を身につけてもらえるようにしたい。そう考えてこのアカデミーを立ち上げました。 

 

本業であっても副業であっても、技術レベルが高いということは整体師、セラピストとして絶対に必要なこ

と。その上で「この先生しかいない！」と感じてもらうためのコミュニケーション力。これが揃うと、患者

さんやクライアントさんは、あなたのところに「通いたい！」「また会いたい！」と感じてくれるのです。 

 

ご縁があって私のアカデミーを知り、ご入学された皆さんに、私の施術家、セラピストとしてのすべてをお

伝えします。一緒に頑張っていきましょう！ 

 

 

 

寺林陽介 
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東京整体アカデミーと他スクールとの違い 
 

 

東京整体アカデミーは、他の整体スクールにはない３つの特徴があります。 

 

１．技術と接客コミュニケーションを同時に学ぶ 

患者さんが心から通いたくなるお店には、確かな腕を持つ先生が必ずいます。そしてその人は同時

に腕だけでなく患者さん、クライアントさんをリラックスさせ「この先生なら」と感じてもらう「接

客コミュニケーション」の能力が高い先生です。 

技術を教えるスクールは数ありますが、その技術のすごさ、魅力を最大限に伝える接客コミュニケ

ーションの部分まで細かくお伝えするスクールはありません。この両方を、寺林代表が直接お伝えし

ます。 

 

 

２．一人一人に合わせた個別指導 

受講生は十人十色。すでに治療院業界で仕事をしている人、学び始めたばかりの人などいろいろな

方がいます。そうなると理解度、習得のペースも人それぞれ。数十人を相手に通り一遍の授業を行う

のではなく、一人一人をじっくりとご指導するための一コマ最大 3 人までの少人数制で個別指導を行

います。 
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３．あなただけの教材 

当アカデミーでは、あなたが指導を受けている様子をビデオカメラに収め、その映像をＤＶＤにコピ

ーしてお渡しします。そう、あなただけの特別教材をお渡ししているのです。あなたに必要な情報を

授業で伝え、そしてそれをそのまま持ち帰って復習する。これが効果的にワザやコミュニケーション

を身につけるとても有効な方法です。 
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東京整体アカデミー コース一覧 
 

東京整体アカデミーでは、以下の６つのコースをご用意しております。 

・整体師・セラピストベーシックコース 

・美顔短期習得コース 

・美顔専科コース 

・整体師・セラピストアドバンスコース 

・美顔・くびれ・美脚 美容整体コース 

・整体師・セラピストコンプリートコース 

 

整体師・セラピストベーシックコース 
 

整体師・セラピストベーシックコースとは 
 

整体師・セラピストベーシックコースは、本アカデミーの最も重要な整体技術とコミュニケーション

術を学ぶコースです。ここで学ぶ整体技術とコミュニケーション術は、寺林代表が 20年の時間を費や

して施術経験から生み出した「効果が高くて患者さんの満足度が高い」技術、コミュニケーション術で

す。机上の空論ではなく、すべて実の中から培ったノウハウです。 

 

「まったく未経験の自分でも大丈夫なの？」という方もご安心ください。未経験の方でも着実に習得し

ていただけるよう、毎回少人数制（基本マンツーマン指導。多くても最大 3名まで）で代表の寺林

自身が直接指導いたします。 

 

さらに自宅学習用の教材として、あなた自身が受けた実技指導をそのまま録画したＤＶＤ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を毎回お

渡しします。最も深く、効率的に習得するには、自分が指摘された部分を思い出しながら何度も復習す

ることが必要です。そのために指導風景を撮影し、DVD に録画するという、他のスクールではありえ

ない“あなただけの教材”を毎回お渡しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

整体師・セラピストベーシックコースの特徴 

  
最重要技術と 

コミュニケー 

ション術を学ぶ 

 未経験の方、プロ

整体師、セラピス

トなど、どなたで

も学べる 

整体師として 

最も重要な筋肉・

コリを的確に捉え

る感覚を実際に

学ぶ 
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整体師・セラピストベーシックコースの詳細 
 

【対象者】 未経験者、整体師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、 

セラピスト、エステティシャンなど、どなたでも 

 

【学習内容】 

・整体の基本技術であり慢性症状を改善させる寺林式施術手順の習得 

・接客コミュニケーションの基本習得 

・将来のビジョン・施術家としての方向性の設定 
 
【学習期間】 目安 6ヶ月（入学から３年間受講可能） 
 
【指導回数】 全 10回（1回 2時間）：再受講 1回まで無料 
 
【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第１回目 
コーチングスタイルの対面コンサルティング（問題点抽出、目標設定） 

寺林式施術手順（触診・足） 

第 2回目 寺林式施術手順（足・背中） 

第 3回目 寺林式施術手順（首・肩） 

第 4回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（触診・足） 

第 5回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（足・背中） 

第 6回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（首・肩） 

第 7回目 寺林式施術手順復習＋希望の開業スタイルに合わせたカスタマイズ技術 

第 8回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋接客コミュニケーション 

第 9回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋レベルチェック 

第 10回目 総 括 
 
【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・20時間分 

・実技指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 
 
【コース特典】 

・指導再受講：1時間 1万円 

・実技指導音声録音可能 

 
 
【コース料金】 37万 8,000円（税別） 
 
【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（5時間×4回、7時間×3回など） 
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美顔短期習得コース 
 

美顔短期習得コースとは 
 

美顔短期習得コースは、美容関連の手技の中でも最も人気がある“美顔”の技術に特化して、これを 3

回で学びきるコースです。 

 

顔のむくみ、たるみ、目元や口元のしわなどに対し、1回から 2回のトリートメントで効果を感じても

らうためには、顔、頭部の筋肉、リンパへの刺激だけでなく、東洋医学の経穴（ツボ）へのアプローチ

が必要です。西洋の手技と東洋医学の経穴を組み合わせ、クライアントの深い満足と美容効果を引き出

します。 

 

本コースでも、指導風景は毎回 DVDに録画してお渡しいたします。何度も復習して確実に内容を習得

していただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

美顔短期習得コースの特徴 
 

 

美顔短期習得コースの詳細 
 

【対象者】 未経験者、セラピスト、エステティシャン、化粧品販売などの美容部員 など 

 

【学習内容】 

・美顔トリートメントに必要な経穴（ツボ）、リンパなどの学習 

・美顔マッサージ法、美顔経穴トリートメント、フェイシャルトリートメントなど、美顔トリー

トメントに必要な技術の習得 

 

【学習期間】 目安 2ヶ月（入学から３年間受講可能） 

 

【指導回数】 全 3回（1回 2時間）  

  美顔トリートメント

に必要な経穴 

（ツボ）やリンパに

ついて学習する 

 少ない回数で 

（３回）で美顔トリ

ートメントを 

習得できる 

何度も復習 

できるよう指導

風景を毎回ＤＶＤ

に録画して 

お渡しします 
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【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第１回目 
美顔トリートメントに使用する経穴（ツボ）の学習 

美顔マッサージ法、美顔経穴トリートメント 

第 2回目 
オイルを使用したフェイシャルマッサージ（リンパ、リフトアップ、 

デコルテ） 

第 3回目 
美容効果を高めるリラクゼーションテクニック 

上記全技術の重要ポイントの復習 
 
 

【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・6時間分 

・美顔指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 

 

【コース特典】 

・再受講：1時間 1万円 

・実技指導音声録音可能 

 

【コース料金】 ：5万 8,000円（税別・実技用オイル、ジェル代込） 

 

【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（6時間×1回など） 

 

※美顔短期習得コースの途中で美顔専科コースに変更することはできません。 
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美顔専科コース 
 

美顔専科コースとは 
 

美顔専科コースは、美顔短期習得コースの内容に加え、クライアントの満足と美容効果を最大限引き出

すトリートメントを完全に習得するコースです。 

 

顔は細かい筋肉が入り組み、リンパの走行の複雑さ、経穴（ツボ）の多さなど、ケアが難しい部位の一

つです。そのトリートメントで心地よさと美容効果を引き出すためには、筋肉や経穴への角度、深さ、

感触、トリートメントのリズムなど、指先の繊細な感覚が求められます。 

 

美顔専科コースでは、手技一つひとつについてこの角度、深さ、感触、リズムを習得してもらうよう、

細かくご指導していきます。 

 

本コースでも、指導風景は毎回 DVDに録画してお渡しいたします。何度も復習して確実に内容を習得

していただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

美顔専科コースの特徴 
 

 

美顔専科コースの詳細 
 

【対象者】 未経験者、セラピスト、エステティシャン、 

美顔トリートメントで自宅サロン開業を目指している方 など 

 

【学習内容】 

・美顔トリートメントに必要な経穴（ツボ）、リンパなどの学習 

・美顔マッサージ法、ツボ押し、フェイシャルトリートメントなど、美顔トリートメントに必要

な技術の習得 

・筋肉、リンパ、経穴を捉えるための角度、深さ、感覚の習得 

 

  手順を覚えるだ

けでなく、角度、

深さ、感触など 

トリートメントに 

必要な感覚が 

身につく 

 プロのセラピス

ト、エステティシャ

ンとして通用する

美顔トリートメント

を習得する 

クライアントから

より深い満足感

を引き出すため

のトリートメントを

学ぶ 
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【学習期間】 目安 3ヶ月（入学から３年間受講可能） 

 

【指導回数】 全 5回（1回 2時間）  

 

【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第１回目 
美顔トリートメントに使用する経穴（ツボ）の学習 

美顔マッサージ法、美顔経穴トリートメント 

第 2回目 
美顔マッサージ法、美顔経穴トリートメントの復習 

筋肉、経穴を捉える感覚の習得 

第 3回目 
オイルを使用したフェイシャルマッサージ（リンパ、リフトアップ、 

デコルテ） 

第 4回目 
フェイシャルマッサージの復習 

リンパの循環をさらに改善するフェイシャルマッサージのポイントを学習 

第 5回目 
美容効果を高めるリラクゼーションテクニック 

上記全技術の重要ポイントの復習 
 
 

【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・10時間分 

・美顔指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 

 

【コース特典】 

・再受講：1時間 1万円 

・実技指導音声録音可能 

 

【コース料金】 ：7万 8,000円（税別・実技用オイル、ジェル代込） 

 

【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（5時間×2回など） 
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整体師・セラピストアドバンスコース 
 

整体師・セラピストアドバンスコースとは 
 

整体師・セラピストアドバンスコースは、ベーシックコースで学ぶ整体の基本や慢性症状の改善方法に

加え、急性、個別症状への対応法を学ぶ、施術家として本格的に活動される方向けのコースです。 

 

整体師・セラピストアドバンスコースでも、整体師・セラピストベーシックコースと同様に指導は少人

数制で行い、指導風景は毎回 DVDに録画してお渡しいたします。何度も復習して確実に内容を習得し

ていただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体師・セラピストアドバンスコースの特徴 
 

 

整体師・セラピストアドバンスコースの詳細 
 

【対象者】 慢性、急性を含めたあらゆる症状に対応できる高い技術を身につけたい方。 

未経験者、施術家、セラピストなど、どなたでも 

【学習内容】 

・整体の基本技術であり慢性症状を改善させる寺林式施術手順の習得 

・急性症状など対応が難しい患者さんへの施術法 

・接客コミュニケーションの実践法の習得 

・将来のビジョン・施術家としての方向性の設定 
 
【学習期間】 目安 8ヶ月（入学から３年間受講可能） 
 
【指導回数】 全 20回（1回 2時間）：再受講 2回まで無料 

  既存の患者さん

から紹介が出る 

高いレベルのコミ

ュニケーション術

を学ぶ 

 慢性的な症状に

加え、個別症状、

急性症状への 

対応法を学ぶ 

往診の際の 

施術法など、より 

実践的な手技を

学ぶ 
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【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第１回目 
コーチングスタイルの対面コンサルティング（問題点抽出、目標設定） 

寺林式施術手順（触診・足） 

第 2回目 寺林式施術手順（足・背中） 

第 3回目 寺林式施術手順（首・肩） 

第 4回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（触診・足） 

第 5回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（足・背中） 

第 6回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（首・肩） 

第 7回目 寺林式施術手順復習＋希望の開業スタイルに合わせたカスタマイズ技術 

第 8回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋接客コミュニケーション 

第 9回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋レベルチェック 

第 10回目 ここまでの復習 

第 11回目 急性腰痛への対応法の手順指導 

第 12回目 急性腰痛の対応法の詳細指導 

第 13回目 膝痛・股関節痛・足首の捻挫への対応法の手順指導 

第 14回目 膝痛・股関節痛・足首の捻挫への対応法の詳細指導 

第 15回目 五十肩・テニス肘など肘の症状、腱鞘炎の対応法の手順指導 

第 16回目 五十肩・テニス肘など肘の症状、腱鞘炎の対応法の詳細指導 

第 17回目 頭痛・ストレス、ムチウチ・寝違い等首の急性症状への対応法の手順指導 

第 18回目 頭痛・ストレス、ムチウチ・寝違い等首の急性症状への対応法の詳細指導 

第 19回目 うつぶせになれない人への対応法（横向き） 

第 20回目 往診での施術法（床もみの施術法）、総復習 
 

第１回目から１０回目までは、寺林代表が通常の６０分の施術で行っている慢性症状の改善に

圧倒的な効果を出している手技の流れを学びます。 

１１回目から２０回目までは急性症状やなかなか改善しにくい症状の患者さんが来られたと

きの対応法で、飛び込みの患者さんやご紹介の患者さんを増やすために必須の技術です。 

【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・40時間分 

・実技指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 

【コース特典】 

・再受講：1時間 1万円 

・実技指導音声録音可能 
 
【コース料金】 ：57万円（税別） 

【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（5時間×8回、7時間×6回など） 
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美顔・くびれ・美脚 美容整体コース 
 

美顔・くびれ・美脚 美容整体コースとは 
 

顔、首まわり、お腹、足をスッキリさせ、「健康で美しく」という女性の永遠の願いをサポートするため

には、人が元々持っている内側のパワーを引き出す必要があります。 

 

患者さん、クライアントさんの不調を取る整体技術と、プロのエステティシャンが通い、効果を実感し

ているオイルマッサージでコリと老廃物を同時にとりのぞき、リンパ節や腹部へのアプローチにより

効率的にデトックスし、便秘、冷え、肌のトラブルを解消する、独自のトリートメントをご指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美顔・くびれ・美脚 美容整体コースの特徴 

 

 

美顔・くびれ・美脚 美容整体コースの詳細 
 

【対象者】 未経験者、整体師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、 

セラピスト、エステティシャンなど、どなたでも 

 

【学習内容】 

・フェイシャル、デコルテ、フット、腹部トリートメントの習得 

・整体の基本技術であり慢性症状を改善させる寺林式施術手順の習得 

・自宅や出張、副業など開業スタイルに合わせた集客方法やメニュー構成 

【学習期間】 目安 8ヶ月（入学から３年間受講可能） 

【指導回数】 全 20回（1回 2時間）：再受講 2回まで無料 
 

  美容だけでなく 

不調も同時に取

れ、クライアントの

幅広いニーズに 

対応できる 

 美容・アンチエイ

ジングに効果抜

群のフェイシャ

ル、腹、フットのト

リートメントを学

べる 

自宅開業や副業

など、学ぶ人の希

望に合った集客

方法も学べる 
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【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第１回目 
コーチングスタイルの対面コンサルティング（問題点抽出、目標設定） 

寺林式施術手順（触診・足） 

第 2回目 寺林式施術手順（足・背中） 

第 3回目 寺林式施術手順（首・肩） 

第 4回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（触診・足） 

第 5回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（足・背中） 

第 6回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（首・肩） 

第 7回目 寺林式施術手順復習＋希望の開業スタイルに合わせたカスタマイズ技術 

第 8回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋接客コミュニケーション 

第 9回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋レベルチェック 

第 10回目 ここまでの復習 

第 11回目 寺林式腹部・腸マッサージ・耳つぼダイエットの手順指導 

第 12回目 寺林式腹部・腸マッサージ・耳つぼダイエットの詳細指導 

第 13回目 寺林式足ツボ・フットオイルマッサージの手順指導 

第 14回目 寺林式足ツボ・フットオイルマッサージの詳細指導 

第 15回目 寺林式フェイシャルマッサージ（基本）の手順指導 

第 16回目 寺林式フェイシャルマッサージ（基本）の詳細指導 

第 17回目 寺林式フェイシャルマッサージ（応用）の手順指導 

第 18回目 寺林式フェイシャルマッサージ（応用）の詳細指導 

第 19回目 治療系手技と美容トリートメントの融合 

第 20回目 総復習 
 
 

【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・40時間分 

・実技指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 

【コース特典】 

・指導再受講：1時間 1万円 

・実技指導音声録音可能 

【コース料金】 57万円（税別・実技用オイル、ジェル代込） 
 

【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（5時間×8回、7時間×6回など） 
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整体師・セラピストコンプリートコース 

 

整体師・セラピストコンプリートコースとは 
 

整体師・セラピストコンプリートコースは、アカデミーの基本技術から急性症状などへの応用技術、美

顔、・美脚などの美容トリートメント、コミュニケーション法までアカデミーでお伝えしているすべて

の内容を学んでいくコースです。 

 

他のコースを別個に受講するよりもはるかにリーズナブルで、しかも既定の指導回数 20回のほかに、

再受講３回分が無料となりますので、基本から応用まですべてを学んでいきたい方にはお得で安心な

コースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整体師・セラピストコンプリートコースの特徴 
 

 

整体師・セラピストコンプリートコースの詳細 
 

【対象者】 未経験者、整体師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、 

セラピスト、エステティシャンなど、どなたでも 

 

【学習内容】 

・整体の基本技術であり慢性症状を改善させる寺林式施術手順の習得 

・急性症状など対応が難しい患者さんへの施術法 

・寺林式美顔、くびれ、美脚のオイルマッサージの習得 

・接客コミュニケーションの基本から実践法の習得 

・将来のビジョン・整体師としての方向性の設定 

 

【学習期間】 目安 1年（入学から３年間受講可能） 

 

【指導回数】 全 30回（1回 2時間）：再受講 3回まで無料 

 

  
技術や集客などの

疑問に対する 

電話フォローが 

永久無料 

 アカデミーの全て 

の内容を割安の 

料金で学ぶことが 

できる 

指導回数 20回を 

修了したのちも 

3 回ほど無料で 

再受講が可能 
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【カリキュラム】 

回  数 学習内容 

第 1回目 
コーチングスタイルの対面コンサルティング（問題点抽出、目標設定） 

寺林式施術手順（触診・足） 

第 2回目 寺林式施術手順（足・背中） 

第 3回目 寺林式施術手順（首・肩） 

第 4回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（触診・足） 

第 5回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（足・背中） 

第 6回目 寺林式施術手順＋接客コミュニケーションの基本（首・肩） 

第 7回目 寺林式施術手順復習＋希望の開業スタイルに合わせたカスタマイズ技術 

第 8回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋接客コミュニケーション 

第 9回目 寺林式施術手順復習＋カスタマイズ技術＋レベルチェック 

第 10回目 ここまでの総まとめ 

第 11回目 急性腰痛への対応法の手順指導 

第 12回目 急性腰痛の対応法の詳細指導 

第 13回目 膝痛・股関節痛・足首の捻挫への対応法の手順指導 

第 14回目 膝痛・股関節痛・足首の捻挫への対応法の詳細指導 

第 15回目 五十肩・テニス肘など肘の症状、腱鞘炎の対応法の手順指導 

第 16回目 五十肩・テニス肘など肘の症状、腱鞘炎の対応法の詳細指導 

第 17回目 頭痛・ストレス、ムチウチ・寝違い等首の急性症状への対応法の手順指導 

第 18回目 頭痛・ストレス、ムチウチ・寝違い等首の急性症状への対応法の詳細指導 

第 19回目 その他個別症状への対応法の手順指導 

第 20回目 その他個別症状の対応法の詳細指導 

第 21回目 寺林式腹部・腸マッサージ・耳つぼダイエットの手順指導 

第 22回目 寺林式腹部・腸マッサージ・耳つぼダイエットの詳細指導 

第 23回目 寺林式足ツボ・フットオイルマッサージの手順指導 

第 24回目 寺林式足ツボ・フットオイルマッサージの詳細指導 

第 25回目 寺林式フェイシャルマッサージ（基本）の手順指導 

第 26回目 寺林式フェイシャルマッサージ（基本）の詳細指導 

第 27回目 寺林式フェイシャルマッサージ（応用）の手順指導 

第 28回目 寺林式フェイシャルマッサージ（応用）の詳細指導 

第 29回目 うつぶせになれない人への対応法（横向き） 

第 30回目 往診での施術法（床もみの施術法）、総復習 
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【配布教材】 

・施術手順・実技指導録画 DVD・・・60時間分 

・実技指導用教本 

・接客コミュニケーション教本 
 
【コース特典】 

・修了後、無料再受講 3回受講可能 

・再受講：1時間 1万円（無料再受講 3回以降） 

・実技指導音声録音可能 

・電話コンサルティング永久無料 

・チラシ、ホームページ、名刺など集客ツールについての無料添削 

 

【コース料金】 75万 6,000円（税別） 
 
【その他】  

遠方の方、お忙しい方向けの集中指導もございます。 

（6時間×10回など） 
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修了後のフォロー体勢 
 

アカデミーを修了した後が本当の整体師、セラピストとしてのスタートとなります。 

ここで短期間の間にスムーズに患者さんを増やし、収益を安定させるためのフォローをご用意しており

ます。 

 

患者さんを確実に増やす出会い術、集客術の特別指導 

整体や美容トリートメントを学んだだけでは、患者さん、お客さんは増えません。自ら動いて

人に出会い、患者さんやお客さんを増やしていける人だけが収益を上げて経営を安定させること

ができます。 

 

出会った人があなたの店に通い、自然にリピートする。この流れを作るためのノウハウをフォ

ローとしてお伝えします。 

 

半年に一度、修了者を集めてのフォロー実技セミナー 

修了者を集めてのフォロー実技セミナーを半年に一度開催いたします（有料）。 

 

実技のおさらいに留まらず、患者さんを施術する中で生じた疑問点、集客や治療院経営などに

ついてのご質問も受けつけ、次の日からすぐに生かしてもらえるよう一つ一つ丁寧にお答えいた

します。 

 

電話コンサルティング永久無料（コンプリートコース） 

施術で生じた疑問、緊急を要するご質問など、お電話にてお答えする電話コンサルティングを

コンプリートコースを修了された方には無料で行います。 

 

いつでも相談できる相手がいることは、さまざまなカベにあたったときにとても心強いもの。

疑問や問題を早く解決するために、常にお電話を受け付けます。 

 

サイト、チラシなど集客ツールの無料添削（コンプリートコース） 

整体師、セラピストの集客は基本的に口コミやご紹介が中心となりますが、ここにサイトやチ

ラシなどの集客ツールも活用すると、短期間に患者さんを集めることができます。 

 

サイトやチラシで何をどう書けばいいのか、これが分かって作るのと分からないまま適当に作

るのとでは反応率がまったく違ってきます。患者さんが集まるサイト、チラシの添削を行います。 
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アカデミー周辺の地図 

 

東京整体アカデミーは、東京・六本木にあります。 

所在地：東京都港区六本木 7丁目 17-16 米久ビル No.2 5階 

 

※地下鉄六本木駅（日比谷線、大江戸線）2番出口から徒歩 2分です。 
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東京整体アカデミー 学費と支払い方法 
 

・整体師・セラピストベーシックコース・・・３７万８，０００円（税別） 

・美顔短期習得コース・・・５万８，０００円（税別） 

・美顔専科コース・・・７万８，０００円（税別） 

・整体師・セラピストアドバンスコース・・・５７万円（税別） 

・美顔・くびれ・美脚 美容整体コース・・・５７万円（税別） 

・整体師・セラピストコンプリートコース・・・7５万６，０００円（税別） 

 

支払方法は 銀行振り込み、クレジットカード払い（分割払い可能）に対応しております。 

 

銀行振り込みの場合 

入学申込書を提出後、1週間以内に一括で以下の口座へ所定の料金をお振り込みください。 

振込先： 

城南信用金庫 中央林間支店 普通口座  

口座番号 262048 

名義 テラバヤシヨウスケ 

 

 

クレジットカード払いの場合 

入学申込書をご記入後、初回の指導の際にアカデミーで申し込みいただきます。 

VISA、MasterCard、American Expressをご使用いただけます。 
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東京整体アカデミーについてさらに 
詳しく知るために 
 

 

 

アカデミー無料説明会 
東京整体アカデミーでは、アカデミーに興味をお持ちの方に無料で説明会を行っております。 

アカデミーの無料説明会では次のような内容について詳しくお話をさせていただきます。 

 

① 東京整体アカデミーで学ぶこと、アカデミーの特徴のご説明 

 ここで分かることは 

• 東京整体アカデミーの各コースについて 

• 実際にどんな技術が学べるのか 

• 整体師・施術家・セラピストとしてどんなふうにこの技術を使っていくのか 

• なぜ少人数制で個別指導の方式でご指導するのか 

• なぜ指導風景をＤＶＤに収めてお渡しするサービスを行っているのか 

• 患者さんが自然とリピートしたくなる接客コミュニケーション術をどう学ぶのか 

• 他の整体スクールと何が違うのか  など 

 

② アカデミーでの学び方、フォロー体制についてのご説明 

 ここで分かることは 

• 各コースについて、どのようなペースで学ぶのか 

• フォロー体制 

• 整体のお仕事で独立開業するまでの道すじ 

• コース修了後、整体をお仕事に活かす方法 

• 治療院経営などのアドバイス など 

 

③ アカデミーで学ぶ整体技術の最重要ポイントのご説明 

アカデミーで学ぶ整体技術、トリートメントの中でとても重要なポイントをご説明い

たします。 

そして  

• 実際にどのように指導しているのか 

• なぜ未経験者でも短期間で整体を身につけることができるのか 

• 施術家やセラピストの人がこれまでの 10倍速くスキルアップできる理由 
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• なぜ整体を学ぶことで他業種の仕事、特に営業やサービス関連の仕事に役立つのか 

• 患者さんがリピートを決意する、施術の必須ポイント 

 

などについても合わせてお話させていただきます。 

 

アカデミーの説明会はこんな方にオススメです 

このアカデミーの説明会は、整体師やセラピストのお仕事に興味がある方や、すでに整体、セラピ

ストのお仕事されている方はもちろん、 

• 理学療法士や看護師、介護ヘルパーなど、人をケアするお仕事をされている方 

• 営業やサービス関連のお仕事をされている方 

• 手に職をつけて自分の力で仕事をやっていきたい方 

• 転職や副業を少しでも考えている方 

• コストをかけずリスクが低い形で独立したいと考えている方 

 

にご参加いただくと、今のお仕事に活かせるヒントや夢を実現させるためのノウハウをお持ちかえ

りいただけると思います。 

 

説明会のスケジュール 

【開催日】：毎月 2回ほど開催（「東京整体アカデミー」のサイトからご確認ください） 

【開催時間】：開始 13:30 終了 15:00 

【会 場】：東京整体アカデミー内 

    地下鉄日比谷線、大江戸線 六本木駅 2番出口より徒歩 2分 

【参加費】：無料 

【参加人数】：６名様まで 

【持ちもの】：筆記用具 

 

説明会の詳細、お申し込み方法 

説明会のお申込み・お問合わせは以下の電話番号からお願いいたします。 

お申し込み・お問合わせ 

専用電話：０９０-１８８８-５８２６ 
 

アカデミー説明会の開催日やお申し込み方法は以下の URLからご確認いただけます。 

http://www.tera8844.net/004setsumeikai.html 
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対面コンサルと電話相談 

「いますぐアカデミーについて聞いてみたい」という方のために、個別にお会いしてアカデミーの

ご説明や将来の目標の実現方法についてお話する「無料体面コンサルティング」や、遠方の方のた

めの「無料電話相談」も受け付けております。 

 

対面コンサルティング、無料電話相談ともまずは以下の電話番号までご連絡ください。 

お申し込み専用電話：０９０-１８８８-５８２６ 

 

お問い合わせ 

 

東京整体アカデミーへのお問合わせは、以下の電話番号、サイトから受け付けております。 

お気軽にご連絡ください。 

 
 
 

 

東京整体アカデミー 
お電話：０９０-１８８８-５８２６ 

電話受付時間《１０：００～２０：００》 

サイト： http://www.tera8844.net 
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