
 

 

 

 

 

 

腱引き療法 第２8期集中合宿講座 

【令和２年 5月 12日（火）～6月 25日（木）】 

入学案内・申込書 
 

 

 

 

 

 

 

    一般社団法人 筋整流法協会 



第２8期集中合宿講座のご案内 

 

独立開業、安定への道！ 

①経験ゼロからの独立開業！ 
お客様の笑顔と、 

やりがいに満ちた日々 
＋ 

安定した人生！ 

②合宿終了後の開業資金＝ほぼゼロ 

③看板もほとんどない店舗に、 
毎日たくさんの問合せ・来店が！ 

 

全国を網羅する腱引き療法のネットワーク『NHK BS プレミアム グレートトラバース』 
田中陽希さんを完全サポート！私たち腱引き師のドラマがそこにありました。 
主役はあなたです。 
 

 
田中陽希さんの日記  桜島上陸＜抜粋＞ 

 
今年は東北から九州までの要所要所で、全国の腱引き師の方々に
体のメンテナンスをしていただいた。その腱引き師の大先生がわざわざ
鹿児島まで最後のメンテナンスをするために飛んで来てくれた！！ 
今年は舗装路の長い終盤で故障がなかったのも、腱引き師の方々
のサポートのおかげだったと言えよう。 
久しぶりに先生と再会して、お互いに「約束通りここまで来ました！」と
言って握手を交わした。  

本講座は約１ヶ月半の集中合宿による筋整流法道場開設に向けての公認腱引き師育成コースです。 

 

カリキュラムがさらに充実！ 
生理学解明による新ＫＥＮＢＩＫＩ理論 

 
徳島大学・モンゴル国立健康科学大学・筋整流法の共同研究が 2014年１月より開始されました。 
2019 年 5 月より腱引き師・診断師コースの内容がさらに充実され、より改善率の高い「腱引き療法」として
2019 カリキュラムを導入。 
 筋整流法集中合宿は約１ヵ月半で、腱引き師認定までの全カリキュラムを受講できます。（期間・資格に合わ
せてセパレート受講も可能！） 
 
筋整流法門下の研究ネットワークは、大学研究室・医師・理学療法士・柔道整復師・鍼灸師・按摩マッサージ
指圧師・整体師など幅広く分野を分かち合い、日夜前進しています。 

『一撃改善は言葉だけではない。あなたが実践するのです！』 
 

 技術と知識を身につければ地域№1 の施術師になることは間違いありません。 
 いままで、全く手技療法（カイロプラテック・整体等）の経験のない方でも安心して受講できます。現在、「腱引
き療法」の店舗は 97店舗ありその内道場を開設した 52名の方は、経験ゼロからのスタートです。 
 

独立開業も夢じゃない！！ 
 
筋整流法は独立開業を全面協力致します。 
私たちと共に歩みませんか。 
 



第２8期腱引き療法集中合宿講座実施概要 

【1 ヶ月半集中コース】 

■実施会場：筋整流法協会研修所（2Ｆ）  

■募集人数：12名 最少催行人員４名 

■実施日程：令和 2年 5月 12日（火）～6月 25日（木） 

 

受講時間：203時間（認定試験時間含む） 

毎週月曜日～木曜日または金曜日までの講座になります。 

毎週月曜日の 12：30 までに会場に集合してください。（火・水・木・金曜日は 8：30集合です） 

※遠方からの参加で週末にご自宅へ戻らない方は事務局にご相談ください。 

 

【セパレートコース】  
 

1 ヶ月半の休みが取れない方は、セパレートコースをご利用ください。 

①基本２級コース→②基本１級コース→③基本上級コース→④診断師コース→ 

⑤腱引き師コース→⑥開業コース 

上記の順に開催される集中合宿講座に順次受講できます。 



第２8期腱引き療法集中合宿講座実施概要 

■講習カリキュラム 

 



第２8期腱引き療法集中合宿講座申し込みの手続き 

 

①免責同意書及び承諾書をお読み下さい。同意・承諾される方のみお申し込み下さい。                

②申込書に記入・捺印の上、郵送またはＦＡＸしてください。 

 ※ＦＡＸでお申込みの場合でも後日、原本を郵送または事務局にお持ちください。 

③お申込み後、１週間以内に受講料をお振込下さい。 

④振込確認後、正式な申し込み完了とさせていただきます。 

⑤最少催行人数に満たない場合は、全額返金いたします。 
 

■集中合宿講座費用 

伝承受講料 認定登録料 資料等経費 計 消費税 合計（税込） 

1,275,000円 115,000円 64,545円 1,454,545円 145,455円 1,600,000円 

※分割払いを希望する方はご相談ください。 
※宿泊費、交通費、朝食代、夕食代は含まれません。 

 

【お支払方法①】 費用をそのままお支払い                               

支払総額：1,600,000円 

 

【お支払方法②】 『腱引き師育成基金』を利用（個人）                         

伝承料の一部を寄付金として納入していただくことで、『腱引き師育成基金』をご利用いただけます。 

申込期限 費用合計（税込） 腱引き師育成基金 支払総額 

2月 20日(木) 

1,600,000円 

300,000円 1,300,000円 

3月 10日(火) 250,000円 1,350,000円 

3月 31日(火) 200,000円 1,400,000円 

4月 1日(水)以降 0円 1,600,000円 

期日をすぎましたが、腱引き師育成基金２０万円ご利用キャンペーン実施中です！ 

詳しくは筋整流法協会事務局までお気軽にお問合せください。 

※『腱引き師育成基金』のご利用額は、お申込時期により異なります。 
※宿泊費、交通費、朝食代、夕食代は受講料に含まれません。 
 
●特典 
・筋整流法腱引き師資格取得までのフォローアップ研修費無料 
・筋整流法公認腱引き師資格取得後の各伝承会参加受講料無料 

■受講料の支払い方法   ※振込み手数料はご負担下さい。 

富士信用金庫  吉原支店  （普通）０４３６１５４  シャ）キンセイリュウホウキョウカイ 

 

楽天銀行 第一営業支店 （普通）７５４９６３３ シャ）キンセイリュウホウキョウカイ 

 

ゆうちょ銀行 記号 12330 番号 06886161 普通 シャ）キンセイリュウホウキョウカイ 



 会場案内図 

 
筋整流法協会研修所ルートマップ 

■お車でお越しの場合■ 

東名富士 IC で降り、西富士道路を富士

宮方面へ、600m 先広見 IC を降り信号を

右折、2 個目の信号（広見町入口）を右

折、150ｍ先クリーニング JOYS向い 

-東名高速道路距離数- 

東京～富士 IC：121.5 キロ 

名古屋～富士 IC：204.0 キロ 
 
 
 
 
 
 

■ＪＲ・タクシーご利用の場合■ 

東海道新幹線 東海道本線 

新富士駅北口下車 

 

本部までの距離：5.8 キロ 

所要時間：約 14分 

料金：約 3,000円 

富士駅北口下車 

 

本部までの距離：5.9 キロ 

所要時間：約 14分 

料金：約 3,000円 
 

■ＪＲ・路線バスご利用の場合■ 

東海道新幹線 東海道本線 

新富士駅北口下車→吉原中央駅行き乗車

（約 12分）→吉原中央駅下車 

富士総合運動公園行き乗り換え（約 7分）→

石坂上下車→喫茶店「蘭豆」目標に徒歩 1分 

富士駅北口下車→吉原中央駅行き乗車（約

21分）→吉原中央駅下車 

富士総合運動公園行き乗り換え（約 7 分）→

石坂上下車→喫茶店「蘭豆」目標に徒歩 1分 

※バスの時刻表は事前にお調べください。 

富士急静岡バス http://www.fujikyu.co.jp/shizuokabus/ 

■東名ハイウェイバスご利用の場合■ 

東名富士バス停下車 

タクシー約 8分     徒歩 20分（距離 1.6キロ） 



免責同意書及び承諾書 

私は筋整流法塾生に申し込みするにあたって、下記の条件に従う事を誓います。 

1. 私は、関節部の激痛や関節の回転不全、筋肉の硬直等で通常生活に支障をきたしている方々の改善の為

に、筋整流法の施術方法や予防法を学びます。 

2. 私は、施術方法を伝授され筋整流法及び古式腱引きの名を営業として用いる場合には、筋整流法創始者小

口昭宣及び筋整流法本部の指示に従います。 

3. 私は、施術の伝授を受けるについて、自己の体調を考慮して、自己責任で施術の伝授を受ける事を承知しま

す。 

4. 私は施術の伝授を受ける時は、自分あるいは他人の作為・不作為・不注意により損害・損失あるいは重傷・機

能マヒ等の危険がある事を承知します。また、不可知の危険のある事も承知します。 

5. 私は筋整流法施術講習会･セミナーの参加によって生じた損失・損害について、筋整流法協会、同席する会

員に対して訴訟しないことを誓約します。私、又は私の相続人・代理人もこの免責同意書及び承諾書に拘束

されることを確認します。 

 

  



第２8期「腱引き療法集中講座」申込書 

申込日：    年   月   日 

※氏名  

※ふりがな 

㊞     

※ローマ字 （例 Taro Kenbiki） 
 

※生 年 月 日 年   月   日 ※現在の職業 

 

※住所  

〒   - 

※電 話 番 号 

携帯電話でも可 

 

※メールアドレス ＠ 

※受 講 コ ー ス 

※どちらかに○をつけてください。セパレートコースを選んだ方は、受講するコースに○をつけてください。 

□ 集中講座  

□ セパレートコース 

①基本２級コース   ②基本１級コース 

③基本上級コース   ④診断師コース 

⑤腱引き師コース   ⑥開業コース 

※宿泊  

□ ホテル（週末帰られる方） 

□ ウィークリーマンション（週末帰られない方） 

□ 通い  

 

※合 宿 所 ま で の 

交 通 手 段 

□ 自家用車  □ バス  □ 新幹線  □ 電車 

□ その他（                         ） 

※印は必ずご記入下さい。ご記入後、筋整流法協会事務局まで郵送またはＦＡＸでお送りください。 

（原本は後日提出ください） 

【申し込み先】一般社団法人 筋整流法協会事務局 

〒417-0862 静岡県富士市石坂 438-10 
TEL：0545-23-0350 / FAX：0545-23-0351 

 

 

 

 

 

 

  



 

■アンケートにお答え下さい 

氏 名： 

◇ 筋整流法第２8期腱引き療法集中講座募集は何でお知りになりましたか？ 

 

◇ 筋整流法腱引き療法の施術を体験したことはありますか？ 

有 ・ 無 

◇有りと答えられた方はどこで体験されましたか？ 

◇ 体験された方はどのようなご感想をもたれましたか？ 

 

◇ 筋整流法腱引き師を取得した後、筋整流法道場を開設される意志はございますか？ 

 

◇ 受講にあたり抱負をお聞かせ下さい。 

 

◇ 質問・ご意見・ご要望があればお書き下さい。 

 

※お手数ですが、申込書を同封の上、郵便またはＦＡＸで送りください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【お問合せ】 

 

一般社団法人 筋整流法協会 

事務局 

 

電話：0545-23-0350 

メール：kenbiki.info＠gmail.com 

 

お気軽にお問合せください。 


