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1.統合医療展に『開節法一体型ベッド』出展!
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2.MKS『月１万円会員』制スタート!

FAX

042-670-0089

3.MKS 整体院 驚異の症例

4.お知らせ

今春 3 月、浅利泰之氏（東京泰心堂）と大浦慶文氏（大浦薬局・仲見世店）の 2 名が、松原整体
塾を卒業。（東京泰心堂 TEL：03-3288-2050 ･ 大浦薬局 TEL：03-3695-6939）
両店とも、「開節法マシン３種」をフル装備！ 大浦氏は漢方の調合もできる薬剤師＆鍼灸師。
浅利氏は、私が 11 年間指導した全生徒の中で、開節法の腕№１！

1. 統合医療展に『開節法一体型ベッド』出展！★★★

3 月 11･12 日の２日間、東京ビッグサイトで開催された「統合医療展」に、開節法一体型ベッド
を出展し、MKS 整体院のスタッフ総出でセッティングを行った。２日間とも朝から終了時まで体
験者がまったく途切れることなく、二日で 100 名以上の方にお試しいただいた。二日目の午後に、
開節法マシンの効果についてスライド説明をした後は、殺到してかなり長い順番待ちとなった。
一体型ベッドは、統合医療展に向けてとりあえず試作したもので、デザインや足首の固定法など、
まだ改良しなければならない点はあるものの、電動リクライニングは楽で、『レッグシェイプ』の
当り具合もかなりよい。また、脊柱揺動器『バックウェーヴ』を一体型ベッドで使用すると、身体
が回転せず、背骨が水平に揺れる。これは、背面がピッタリとベッドに付いているからと思われる。
一体型ベッドは現在、ＭＫＳ整体院で使用中。
今後さらに改良を加えて、使いやすい一体型ベッドを完成させる予定。
詳細は、開節法のホームページを。www.kaisetsu-ho.com

2. ＭＫＳ『月 1 万円会員』制度スタート！★★★
3 月から MKS 整体院は、予約制にし、定休日を月曜・火曜に変更し、料金も基本コース：3 千
円・オイルマッサージ付：5 千円とした。
治療効果は、利用頻度が高いほど大きくなるため、一ヶ月一万円で毎日でも基本コースが受けら
れる『月一万円会員』制度を導入した。会員になれば、スポーツジム感覚でご利用い
ただけるだろう。さらに会員になると「脊柱のオイルマッサージ」が、通常２千円のところ
一回 1,500 円で受けられるという特典付き。
「せっかく会員になったのに予約がまったく取れない」などということにならないために、会員
は毎月 50 名様限定とさせていただいている。

最近は、夕方仕事帰りに来院される方が多くなり、当日の予約では受けられないこともある。
夕方以降のご予約はお早めに！

3. MKS 整体院 驚異の症例★★★
MKS 整体院の院長・橋本眞弓さんが、今春 4 月から松原整体塾の 2 年生に
進級した。さっそく胸郭矯正や肩甲骨矯正などの開節法の手技を加えて、絶
大な成果を上げている。「困っている人を助けたい！」という想いが人一倍
強く、明るさと強さを兼ねた開節法のホープだ。
最近の驚きの症例を、いくつかご紹介しよう。2 人目と 3 人目は、ご本人
が自筆したノートから引用。

83 歳の男性が復活！奥様の五十肩も･･･！
初診日は娘さんに連れられてイヤイヤいらした 83 歳の男性。腰痛がひどくて 10 センチ位の歩幅
でやっと歩いてきた。治療台に寝るにも二人がかりで乗せた。しかも耳が遠くて、ほとんど話がで
きない状態。
ところがたった一度の治療で、帰る頃にはシャキッとなってしまって、翌日からは一人で来院さ
れるようになった。そして『月 1 万円会員』になって、ほとんど毎日来院されている。また翌週は、
奥様も連れていらした。
奥様は、肩コリがひどくて首が回らず、五十肩で腕が身体の後ろに回せなかった。しかし、オイ
ルマッサージで脊柱をゆるめただけで首が回るようになり、さらに開節法で肩甲骨を矯正すると、
腕が後ろに回せるようになった。「五十肩がたった一度でこんなに楽になるとは信じられない！」
と感動されて、奥様も『月 1 万円会員』になられた。

４ヶ月でウエストが、ベルトの穴 4 つ細くなった！
事務の仕事で 1 日中パソコン作業をしている 36 歳女性。椎間板ヘルニアと坐骨神経痛で左脚に
しびれが絶えずあり、足の感覚が少なかったのが、感覚が戻ってきた。（3 ヶ月で 60％位改善！）
脚のしびれもほとんど消失！
今までスポーツジムに通って何をしても痩せなかったのに、腰痛の治療のために MKS に通うよ
うになって 3 ヶ月過ぎた頃から急激に体重が減ってきて、わずか 1 ヶ月半で、ウエストが３㎝も細
くなった。
体脂肪が落ちているのに、コアマッスルには筋肉が付いてきた。
またオイルマッサージで肌が白くなり、美肌になった。
便秘もなくなり、薬をまったく必要としなくなった。
さらに中学生の時からやりたくてできなかった和式トイレスタイルができるようになった。（20
年もストレッチしてきても、できなかったのに･･･）

ムチウチ症が改善！
追突事故でムチウチ症になり、首から肩、背中にかけての痛みがずっと取れずにつらい思いをし
ていたところ、知人から MKS 整体院を聞いて来院。
初回で首の周りの痛みが和らぎ、今まで痛くて首が左右に回らなかったのが、驚くほど回るよう
になった。またウエストのくびれもできた。
痛みが減ってきたので、気持ちも明るく前向きになった。

4. お知らせ★★★
（１）『賢い人は早く治る！知らない人は治らない』出版！
昨年の 1 月から 3 ヶ月かけて書き上げた力作が、ようやく出版された。
「何をしても治らない」「施術を受けるとすぐ楽になるのに、すぐに
戻ってしまう」「何度も再発を繰り返す」と嘆いている時間があったら、
この本を読もう！
治らないのは、“悪いとは知らずに”『身体が悪くなること』を毎日
しているからだ。あるいは、“良いと思って”している『健康法(？)』が、
症状を悪化させているのかもしれない。
次から次に健康法を試しても、『間違った価値観』に基づいて健康法
をチョイスしていれば、いつも同じ結果になる。例えば「冷えを取るに
は、入浴が一番」とか、「塩分は控えたほうがよい」とか「植物油やコレステロールを下げる油脂
が身体によい」とか「朝食は食べないほうがよい」とか「カロリーの摂取量を控えれば痩せる」と
か「コリをほぐすには、筋肉を揉んだり、ストレッチしたりすればよい」･･･こんな価値観に基づ
いて、健康法を選択しているのだから良くなるわけがない。
身体を変えたければ、まず「何が身体に良くて、何が悪いのか」について学ぶことだ。
悪くなる原因は、毎日の生活の中にある。治療法・姿勢・食事・住宅・重金属や歯周病・ストレスな
ど多方面から病気の原因を解説。病状を根本から改善したい方にお薦め！
「賢い人は早く治る！知らない人は治らない」松原秀樹著（BAB ジャパン）￥1,500（税別）

5 月 23 日『賢い人は早く治る！』in 朝日カルチャーセンター
今回発売された本の主要部分を、スライドと DVD で解説するセミナー。
5 月 23 日(土)14 時～17 時 新宿・朝日カルチャーセンターにて。
お申込みは、朝日カルチャーセンターへ。TEL：03-3344-1947

（２）家庭用『バックシェイプ DX』5 月発売！
家庭用を中国で安く作るため昨春から
何ヶ月も交渉を続け、ようやく「小ロッ
ト(200 個)でも生産する」という返答をい
ただいて、いざ発注したら、その工場が
昨秋に倒産。それにより発売が大幅に遅
れたが、ようやく生産に至り、GW 前後
に入港する予定で、5 月中旬から発売でき
そうだ。

エアセル部のカバーは黒になります。

予定価格は 48,000 円（税別）。

問合せ・ご注文は、体質研究所まで。TEL：042-670-0138 FAX :042-670-0089

（３）DVD『開節法 Advance①②』5 月・6 月発売！
DVD『開節法 BASIC』に続いて、『開節法 Advance』が、1 巻目が 5 月
19 日に、2 巻目が 6 月中旬に、BAB ジャパンから発売される。
お申込みは体質研究所へ。TEL：042-670-0138

FAX：042-670-0089

DVD『開節法 Advance①解消！ヒザ・腰・股関節痛』：5,000 円（税別）
DVD『開節法 Advance②解消！ヒジ・肩・首痛』

： 5,000 円（税別）

DVD 『開節法 Advance』2 巻セット：

9,000 円（税別）

（４）『秘伝』に「関節リハビリ＆肩･腰･ヒザを守る秘訣」解説
月刊誌『秘伝』の 5 月号に「関節のしくみ・関節炎と変形のメカニズム・関節リハビリの秘訣」
を解説した。また 6 月号には、「痛めやすい 3 大関節：肩･腰･ヒザを守る姿勢の秘訣」を解説。
関節痛でお悩みの方、必読！ 7 月号には「痛み」の記事を予定。

『秘伝』 定価：各 990 円（税込）

（５）『ワイズ･アカデミー』スタート！
今春 3 月から MKS 整体院で、「マジックショー付の健康講座」をスタートさせた。
治すために患者本人が知っているべき最低限の健康知識を、3 回に分けて解説する。その内容は、
私自身の治病体験から得たもので、多くは一般常識とは異なる。
1 回目：3 月 15 日『骨格の形』（筋肉の疲労度は、骨格の形次第！）
2 回目：4 月 19 日『冷え』（＜入浴・肩コリ・低血糖・減塩食＞が「冷え体質」を作る！）
3 回目：5 月 17 日『食事』（砂糖と油脂・抗酸化力の高め方・太らない食べ方）
3 回目だけの受講も可能。
問合せ・申込みは、(有)体質研究所まで。TEL：042-670-0138 FAX :042-670-0089

（６）5 月 20 日（水）『魔法の手コース』
MKS 整体院で、毎月一回私（松原）の治療が受けられる日を設けている。次回は、5 月 20 日(水)
の 13 時～20 時。ご予約は MKS 整体院まで。TEL：03-5937-4315

（７）6 月 21 日「軽微揺動整体術」セミナー
「オイルテラ」のメーカー主催のホリスティック・デトックス講座で、6 月 21 日(日)14 時からオ
イルマッサージと開節法について講義する。
お問合せ＆お申込みは、ホリスティック・デトックス協会まで。TEL：0422-23-1731

体質研ニュースは、３ヶ月毎に発行しています。次回は７月の予定。

