
「ただ者ではないスキンストレッチ」
サンプレイフィットネスセンター

上

スキンストレッチを知ったのはフ イスブック上で た
ラソン 新選手のコメントでした。「 年、し とく
ってた の が えました。」 ードに使って

いる ラソン選手の を せたものはただ者ではないと
しました。そして、 年 年間 トレーニングし

てきた 分 の大 部、 部 のしこり、はりにも効く
のではないかと いツールを しました。そして、
は しく、使用す に大 部のしこりはとれ、 の リも
そのた にさするとす にとれました。 では に につ
け、手 せない です。 はこのただ者ではないスキ
ンストレッチを使いこなし、 他 にコンディショニング
に てたいと います。

skinstretch press Vol.1

新概念のコンディショニング法「最強のセルフケアメソッド＆ツール」スキンストレッチ
年多くの方々から驚きや喜びの声をいただきました。

skinstretch

サンプレイフィットネスセンター 上 様

バレー ールトップリーグ選手など多くの方に

ベース ール ジン社の ラソン ジン2017-2018
の ラソン ニュアル内の川内家も ラソン にお
いて川内フ ミリーが利用するケアグッ として川内
選手が らの考え していただきました。

ンドンオリン ッ
ク ラソン日本
の 新選手からス
キンストレッチ本部
にメッセージを頂き
ました。「 年し
とく ってた
の が えまし

た。驚きと 。ス
キンストレッチ 」
2 間7分48 の
を持つ 選手は

セミナーにも興味を
していただいてい

ます。

株式会社サウンドMBジャパン 2018/1

Start a movement カラダの を こそう
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スキンストレッチの講師 は の部 を たスポーツチー との りを広 ております。
年も 校、大学 チー 、少年サッカーチー 、 リーグサッカーコーチ、 上 技強

コーチ けなどに現 にセミナーを開催してきました。 年も多くのチー のサポートをして
いきたいと います。セミナー開催などご がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
１ 内容はスキンストレッチを中 として コンディショニング法やトレーニング法につい

てになります。お問い合わせ

ツールの の ま 。

スキンストレッチセミナーを受講された
方が らSNSで していただいた 報
です。レベル１を受講 、当日にアップ
していただきました。受講者のおばあ様
に していただいたようです。

スキンストレッチは の少ない 者
の方にも よくアプ ーチしやすく、
そして効果も出やすいとう をいただい
ております。

認定セミナーを受けた 学校の先生が
学生にスキンストレッチによる 性の
効果についての がスタートしていま
す。「 のストレッチはあまりやりた
がらないのですが、スキンストレッチは
んでやってくれるのがいい」先生 。

スキンストレッチは 、幅広く利
用されています。

新概念のコンディショニング法「最強のセルフケアメソッド＆ツール」スキンストレッチ
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年 本 さんの 「 る」の 者さん
で スター 上 技の日本 持者中
晴実さんがスキンストレッチを使っていたと
こ 、 者さん 員が使いたいと をいた
だき、 者さん 員分のドルフィンをご
いただきました。 期間 日の を り
るた に利用していただきました。

神奈川県相 校 上 技部のアラン イ
ンター イ 、アー ン イン
ター イ 年生ながら ともに、 先
生の のもと 、レース にスキ
ンストレッチを 用

ディジョーン の でもラク ー日本
キャプテンを た 選手

キャ ンイーグルス 。
にオ を う大 をしたこともあ

り、 が5cmほど きらない が
10年間も いていたが
「スキンストレッチをやりだしたらいつ
のまにか ていました 」とコメント
を頂きました。
ミーティング中も らの でスキンス
トレッチをやっていたら、 りの選手も
使いだしたそうです。

選手は現 、現 選手ながらラク
ーU19日本 コーチも る 選手

をこれからも していきます。
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株式会社サウンドMBジャパン
神奈川県横浜市都筑区南山田2－24－3－309
park side309
Phone 09088165196担当横山
お問い合わせ info@soundmbj.co.jp

スポーツクラブ内のスタジオでのスキンスト
レッチのグループセルフケアがスタートしま
した。
神奈川県秦野市ライフティック秦野店では、
スキンストレッチレベル3認定者の横井こず
え先生、乾夕子先生により4回に分けたレッ
スンを開催していただきました。

多数のスポーツクラブからの問い合わせも出
てきております。ご興味ある施設の方などお
気軽にお問い合わせください。

スキンストレッチ
セミナーはレベル1（8,000円）レベル2（20,000円）レベル3（50,000円）全て税抜き
セミナーは一般の方でも受講可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※レベル2から年会費10000円が必要となります。すべて税抜き
監修：日本代表バスケットボールチームトレーナー吉本完明（青山学院大学ヘッドトレーナー）
日本代表ビーチバレーチームトレーナー石井隆行、元日本代表サッカーチームトレーナー並木磨去光
元名古屋グランパスエイト トレーナー 村上トレーナー

2017年より本格的に始まったスキンストレッチセミナー。１年間で200名以上の
認定者が誕生しました。参加者は治療家、パーソナルトレーナーの方が多く、
他にも大学教授、鍼灸専門学校の先生や学校教員、理学療法士、アスリートから
スポーツ愛好家、そして一般の方まで、様々な方に受講いただきました。スキ
ンストレッチの一番の利点、それは、「世の中に星の数ほどある治療法やトレー
ニング法、コンディショニング法とバッティングしない事、皆さんの持っている
素晴らしい技術・知識に必ず併用できるもの」であることだと考えています。
鍼灸師の方からは鍼との相性の良さを、介護系の方からは片麻痺などに対しての
驚きの効果を、選手の方からはウォーミングアップやクールダウンでの有効性を、
トレーナーの方からは様々な現場で使えるスキンストレッチテクニックを、
フィットネスクラブのインストラクターからは新たなレッスン誕生を などなど
本当にたくさんの嬉しい報告を日々頂いております。アメリカで実際にグ○スト
ンなどの他のIASTMを学ばれてきた方からもスキンストレッチの効果に驚嘆され
た言葉を何度もいただきました。そうした皆さんのおかげもあり、セミナー内
容は毎回少しずつ改編され、初期の頃のセミナー内容からは大幅にブラッシュ
アップされています。スキンストレッチセミナーは再受講制度がありますので、
もう一度参加されたい方は是非本部までお問い合わせください。これからもさ
らにスキンストレッチの可能性を広げていけるよう頑張っていきます。

スキンストレッチ セミナー講師 石井隆行トレーナーからのメッセージ
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