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１．代表挨拶

橿原市葛本町にある《カイロプラクティックセンター 奈
良KAERU整体院》は、来店されたお客様に笑顔で帰っていた
だけるように、ひとりひとりのお客様に合った施術を提供する
ことを⽬指しております。《整体院》では珍しいエステメ
ニューも取り揃え、健康と美の両⽅をサポートさせていただい
ております。⼥性はもちろん男性のお客様もご予約いただける
ので、疲れを癒したい︕と思うときには⼼⾝ともにリラックス
することのできるメニューを是⾮ご体験ください

♪エステに⾏きたいけど⾏く勇気がないという⽅も安⼼

♪アットホームなサロンですので、初めての⽅も男性も
気軽にお越しいただければと思います︕

カイロプラクティックは、ボキボキしない優しい施術です
ので、お⼦様からご年配の⽅など幅広いお客様にご好評いただ
いております◎肩⾸のお悩み、姿勢の悪さなどのお悩みをお持
ちの⽅は是⾮ご相談ください︕どこに⾏っても変化を感じられ
なかった。という⽅もお任せくださいね◎お客様のその時の状
態に合った施術で改善へと導いていきます。

2019年 2⽉ 9⽇

奈良KAERU整体院

代表 梅⽥敬美

経営理念

健康寿命を延ばして⽣き⽣きと過ごしてもらえる

⼀⼈⼀⼈にｵﾝﾘｰﾜﾝ施術、KAERU10カ条の提供で

①カラダをかえる ②蘇る ③若返る ④みちがえる

⑤笑顔にかえる ⑥⼒にかえる ⑦動きをかえる ⑧縁をかえる

⑨結果をかえる ⑩世界をかえる

🎶「夢に向かってすすめる⾝体にかえる整体院」を

モットーに、KAERUを選んで良かったと思っていただける様な

ナンバーワンの整体院を⽬指して運営しております。

元々自分自身が体が弱く幼少期には、入退院を繰り返し、常に偏頭痛
もあったり365日中1日スッキリ目覚めて元気な日があるかないか、ダル

重かったりやりたいスポーツも持続性がなかったりで、個人顧客の方々
もしたい事（目標）に一歩でも近づけていける身体にかえて健康に元気
になれるものなれる方法を 、見つけ出し1つの店で、どんな相談も
できて対応できるようにしたかったので、
治療・美容ヘルスコーチを加えて潜在能力を100％引き出すアクシス

メソッドとを取り入れた、3ステップを意識した豊富なメニュー
無理なく身体に負担のない施術方法オーダーメイド施術で
健康体質にかえる事。

いつまでも元気で若々しく健康寿命を延ばしていただくために健康な身
体を目指すだけでなく、健康を持続できる身体と眠っている力を
もっと引き出せる身体につくりかえて ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを目指す子供達の
心身ﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽｹｱが出来る整体院を、目指しております。
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２．事業概要

事業概要
治療内容 【カエル整体（⼀般施術） ストレス解放整体（頭蓋仙⾻調整） 免疫⼒向上整体】

美容内容 【ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ60 ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ80 ﾌｪｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ60 ﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｰ ﾍｯﾄﾞﾏｻｰｼﾞ ⽿つぼｼﾞｭｴﾘｰ】

⾝体能⼒向上メソッド内容 【アクシスメソッド メンタルアクシス 能⼒開発アクシス】

⾷育指導ヘルスコーチコンサルタント内容 【ﾃﾞﾄｯｸｽダイエット4ヵ⽉集中コース（体質改善）21⽇間（3週間）⾝体リセットコース】

⻭のセルフホワイトニングカフェ
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３．ビジネスモデル俯瞰図
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業務フロー図

問い合わせ
HP・ネット予約・
ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ協会

完全予約
ﾌﾙｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ
施術時間約60～80分

顧客

施術
Web
口コミ クライアント

からの紹介
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４-1．商品・製品・サービス（治療）

ｽﾄﾚｽ解放整体

ひどい頭痛・倦怠感・自律神経の乱れな

どでお悩みの方。頭蓋・仙骨の調整を行

い、肝臓のﾘﾝﾊﾟ内臓の調整を行います。

●ストレスで頭痛が続いたりだるさが出

て学校に通うことができていませんでし
たが、施術を受けてすごく楽になりまし
た。頭もスッキリしてよく眠れました。
食生活でもストレスを溜め込んでしまっ
たり自律神経の乱れを引き起こしてしま
うそうです。まだ学校には行けず通信教
育受講中ですが、奥さま先生が、食生活
のﾍﾙｽｹｱｺｰﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄをされてるらしく食事
術でストレス解放出来るそうで、体の中
と外で回復早くなりそうです。他とは違
う、自分にあった身体のメンテナンスが
出来る整体院にやっと出会った気がしま
す。こらからもよろしくお願いします。
（17歳 男性）

カエル整体（一般施術）

姿勢・首・肩・腰・膝などのお悩みの方。

身体の調整をメインで行います。

●事故った後遺症が半年経って出てきたの
だが医者に行っても湿布だけだし、検査し
ても何も出てこない。でも膝が歩くのも痛
いし、寝てても疼くので思い切って行って
よかったっす痛みもかなり取れたし、ご夫
婦でされてるんだけどお二人の絶妙な雰囲
気に気持ちもリラックスできました。
（43歳女性）

●腰を痛めてどこか良いところがないかな

と思って探していてこちらの整体院が気に
なって試しに行ってみたのですが、治療し
てもらって直ぐに腰が楽になりました。そ
して高校の時に手首を骨折してずっと動き
が悪く突っ張った感じが残って悩んでいた
のですがわずか2、3分の治療で突っ張りが
無くなり動きも良くなりました！今まで悩
んでいたのはなんだったのかなあと思いま
した。奈良KAERU整体院おすすめです👍
（53歳 男性）

免疫力向上整体

カイロプラクッティックの免疫力をあげるための本

来のリンパを流す技術です。皮膚の下にあるリンパ

にたいして、とても軽い力で皮膚をスライドさせる

様にリンパに滞っている。老廃物を流し送る技術で

す。オイルなど使わずに施術を行いますので、裸に

なる必要もございません。とてもソフトな施術なの

で、施術後の満足度は低いですが、確実に免疫力を

高めます。こまめに施術を受けるとダイエット効果

も期待できます。

●リンパマッサージは 色々行ってみたけど KAERUさ
んは効果が確実に出て良いです。
冷え性で低体温な私が ポカポカして汗をかくし 慢
性的な肩こりも ほぐれて頭痛もなくなります！施術
前にトイレに行ったにも関わらず 施術後にも行きた
くなり え？どんなけ出るのー！って状態で トイレ
で１人 プチパニックでした(笑)老廃物も たっぷり
出てスッキリできました！
KAERUさん ありがとうございました。又行きます
（38歳 女性）
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４-2．商品・製品・サービス（美容）

●美容院でヘッドスパは経験した事がありますが、
今回は初めてヘッドマッサージを体験しました。
頭だけのマッサージかと思っていましたが、首元
のリンパをまず流して頂いてから頭のマッサージ
をして頂きました。全く痛くはなくとても気持ち
が良かったです。
マッサージが終わってもその場で寝てしまいたい
位でした。（30代 女性）

●今回はリフレクソロジーをしていただきました。
ご夫婦でお店をしてらっしゃるようです。今回は
奥様に担当していただきました。丁寧な施術で、
とても気持ちよかったです。もうちょっと強めで
もよかったかなと後になって思いましたが、気さ
くに話しかけてくださってリラックスしてマッ
サージを受けることができました。また行きたい
です。（40代 男性）

ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ

カイロプラクッティック治療法のﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰ

ｼﾞと筋膜リリースを組み合わせてリラック

ス効果を高めてあります。

●車は2台お店の目の前に停められます。お店に一
歩入ると、清潔感漂う店内で、名前の通りカエル置
き物などが置いてありました。
まず問診票を記入。結構細かな内容まで質問事項が
あります。血圧や体温測定もしました。
メルトフローリンパドレナージ 60分のコースを施術
して貰いましたが、他店の様な痛みはなく、気持ち
よかったです。首がとても痛かったのですが、かな
り楽になりました。（40代 女性）

●知り合いに紹介してもらい初めてのﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞを
体験しました。
事前にカルテへ記入していた気になる部位を念入り
に施術してくださったり施術中に見つかった身体の
歪みを矯正してくださったりと
懇切丁寧に対応して頂けました。
顔の浮腫みや全身の疲労感が無くなり
足先の冷えも軽減されたのでとても満足です。
（50代 女性）

歯のｾﾙﾌﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｶﾌｪ

芸能人やモデルに大人気。メディアで話題の30分で

簡単キレイ！痛くない！セルフホワイトニング‼

神戸・大阪・東京・札幌などで年間5万人が利用する。

歯の本数による料金アップはありません。一律料金

で個人差はありますが2~4ﾄｰﾝ程度アップします。4回

連続で自分本来の歯の白さを取り戻す事ができます。

●以前歯医者さんでﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞしたら、すごく痛かっ
たからやめた。今回全然痛くなくて一回で白くなっ
てびっくりした。これなら続けてい期待と思ってい
ます。（30代 女性）

●めちゃくちゃ白くなって感激‼すごい嬉しい
（20代女性）

●FB広告をみてホワイトニングにきました。
1回で3～4トーン白くなって嬉しいです。

（40代 女性）
●日頃結構歯磨きしてたつもりだけど、白くなった

し口の中がスッキリ軽くなった（40代男性）
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ﾌｪｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ（泡パック付）

内臓の鏡とも呼ばれます。

顔のむくみ解消やﾘﾌﾄｱｯﾌﾟに効果的に施術

します。

ﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｰ

反射療法とも呼ばれ疲労改善や足のむく

みを解消へと導きます



４-3．商品・製品・サービス(アクシスメソッド）

●ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞを受けて軸がしっかり
し投てき台での座位バランスが良く
なり身体をおもいきり大きな動作を
する事が出来るようになり、どんど
ん記録が伸ばす事も出来日本記録も
更新できました。日本記録から１年
で日本代表選手に選ばれました。
（44歳2018ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｱｼﾞｱ大会ﾊﾟﾗ陸上日本
代表森卓也選手）

ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ
身体能力を向上させる 新メソッドです。

頭の骨に対して軽いタッチで、のうからの

神経伝達をスムーズにさせて身体を動きや

すい軸にかえる事ができます・身体能力を

高めたい方・トラウマ・イップス克服した

い方・思考-・感情・精神集中を高めたい方

にお勧めです。

2018ｲﾝﾄﾞﾈｼｱパラ陸上ｱｼﾞｱ大会
日本代表

森 卓也選手（種目：投擲）
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●最近、スポーツ業界では噂のアクシスメソッ
ドを受けました。先生の手が軽い力で頭に触れ
るだけで、力の入り方や柔軟性が瞬時で体感
を出来ました。先生の説明によると動しなけれ
ばならない部位が可動をしないと身体は痛め
ると教えてくださいました。動きやす身体で練
習する事により怪我をしにくく、パフォーマンス
も上がると教えていただけました。半年で基礎
の身体が出来るみたいなので半年お世話にな
りたいと思います。これからもよろしくお願いし
ます。（38歳 男性）



4-4．⾷育コーチ

専門家が伝授するかえるならではの食事指導・食事習慣をすることで絶対にリバウンドしない方法をお伝えします。

四
か
月
集
中

セ
ル
デ
ト
ッ
ク
ス
ダ
イ
エ
ッ
ト

●21日間（3週間）
ﾃﾞﾄｯｸｽチャレンジコース

今までに溜めてきた重金属や
消毒された食材を食べてきて身
体に溜まってきてしまってる添
加物の毒素をしっかり身体から
排泄でき、栄養吸収を取り込め
る身体づくりをします。

●1カ月更新型
セル体質改善コース

１カ月ごとに実感と変化をしっ
かりと確認して頂きながら食事指
導・食事習慣を少しずつ変えてい
きます。

●4カ月集中セルデトックスダイエットコース
～体型の変化には個人差があるため個人個人に合わせた整体施術も含めて食べ方・食材選び・レシピ・
ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄヘルスコーチアレンジプログラムを提供しています

●アスリート専用の食事方法
脳勝飯

食事方法で競技成績向上と集中力をかえる当
院オリジナルプランです。
・生活習慣化して強いからだにかえる
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4-5．腸内環境とからだのゆがみ
◎現代人がかかりやすい深刻な生活習慣病にかかる可能性を下げるためにも、普段から自分の腸内がいまどのような状態にあるかということを

意識することが重要です。腸内の善玉菌・悪玉菌・日和見菌の割合は２：１：７。

多数派の日和見菌がどちらの味方につくかで、腸内環境は決まります。

日和見菌が善玉菌の味方につきやすい状況になれば、一気に腸内環境は整います。

◎腸内環境が良くなると腸における栄養吸収が良くなり、血液の状態が良くなり自律神経が整いやすい

（人間において大切なのは栄養の吸収）

◎自律神経のバランスのいい人は腸の状態が良く、自律神経のバランスの悪い人は腸の状態も悪い。

◎腸の状態がいい人は自律神経のバランスが整いやすく、腸の状態が悪い人は自律神経のバランスも整いにくい。

◎腸内環境が悪いと体はすべてが悪くなる負のスパイラルに陥り、反対に腸内環境が良くなると

全身の調子がよくなる正のスパイラルが回り始める。がん、アレルギー、生活習慣病、花粉症、うつ病・・・

現代人が悩む代表的な病気の原因はその腸内環境が関係しているものと考えられていますあなたの腸内にいる菌をよい菌にするための腸内イメージングします。

★ 「まごわやさしい」を食事に取り入れるだけで、生活習慣病の予防が出来たり、老化防止、疲労回復、美肌効果などいい事がいっぱいですよ。

今までの食事を大きく変える必要はありません。例えば）大豆製品が腸内細菌と出会うと、エクオールという女性ホルモンに似た物質が分泌され、元気と美肌、

アンチエイジングに良い効果が期待できます。さらに大豆製品には、乳酸菌の餌になる水溶性食物繊維も豊富なので、乳酸菌が悪玉菌と戦う良い手助けになる

食べ物なんです。意識して摂ることでより効果的な腸内環境を整えることができます人間の体には、

ウィルスや毒などから体を守る免疫機能が備わっています。外部から入り込んだ害のあるものを、

体の外に排除する免疫細胞がその機能を担うんですね。その免疫細胞がもっとも多い場所が腸で、

実に全身の免疫細胞の6割が腸に集中しているんです。推奨できるオーガニック食材リスト・ルート確保して

案内しているので、今までの食品切替をするだけでも腸内環境の整えの手助けになります。

腸を整えることで、自律神経が整いストレスフリーとなり、からだのゆがみも解消しやすくなります。

施術を更に加えることで、健康寿命を延ばすお手伝いにつなげています。

真
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５．現在の知的資産経営ストーリー
10経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス ・提供価値 業績

健康寿命を伸ばして⽣
き⽣きと過ごしてもら
える⼀⼈⼀⼈にあった
オンリーワン施術で
KAERUを選んで良かっ
たと思っていただける
ようなナンバーワンの
整体院を⽬指して運営
しております。

・治療に対する毎週定期勉強
会含む⽉8回の参加で治療技
術向上⼒をつけています。
・ｸﾗｲｱﾝﾄからの紹介初回限定
価格提供しており、紹介者も
紹介された⼈もそれぞれに割
引券を差し上げています。
・BDﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄはがきを送付し、
特別価格でﾒﾝﾃﾅﾝｽ機会をつ
くってもらうようにしていま
す。
・携帯やﾊﾟｿｺﾝで検索できる
ようにﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとﾘﾝｸして予
約ｼｽﾃﾑがあります。
22時最終受付のため20時30分
までの初回割を対象にして来
院時のきっかけと施術をうけ
ての率直な感想の⼝コミをお
願いしています。
・紹介からの新規ｸﾗｲｱﾝﾄ様の
⼝コミが多く投稿してもらえ
ています。
・治療・美容・⾝体能⼒向上
の3ｽﾃｯﾌﾟを1か所で提供出来
ます。

・美容に対してはﾌｪ
ｲｼｬﾘｽﾄ経験5年ｴｽﾃ
ﾃｨｯｼｬﾝとして13年⽬
に⼊る経歴とｶｲﾛﾌﾟﾗ
ｸｯﾃｨｯｸﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ修
得とで融合させたｴｽ
ﾃﾒﾆｭｰで技術⼒を提
供しています。
・⾷育ｺｰﾁ専⾨分野
ではNPO⾷育指導⼠
資格・やまと薬膳講
師・ﾊﾞｰﾁｬﾙﾍﾙｽｺｰﾁ資
格習得しています。
・ﾎﾃﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ経験
とｴｽﾃ経験の接客⼒
があります。
・治療分野と⾷事習
慣の分野の双⽅のｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとり個⼈
の改善療法を⾏って
います。

・治療（カエル整体・ｽﾄﾚｽ
解放整体・免疫⼒向上整
体）
・美容（ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞやﾍｯﾄﾞ
ﾏｻｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ・ﾘﾗｯｸｽ
効果をもたせたﾌｯﾄｹｱと⽿つ
ぼｼﾞｭｴﾘｰ
・⻭のｾﾙﾌﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｶﾌｪ
（神⼾・東京・⼤阪では、
約5万⼈は利⽤しているﾎﾜｲﾄ
ﾆﾝｸﾞｶﾌｪの奈良初加盟店登録
済み）
・⾝体能⼒を引き出す（ｱｸｼ
ｽﾒｿｯﾄﾞ）
上記のｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰにてﾏｲﾅｽの
⾝体からｾﾞﾛへを治療・免疫
⼒向上の美容整体で対応・
ｾﾞﾛからﾌﾟﾗｽへ⾝体能⼒を上
げるｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞにﾍﾙｽｺｰﾁを加
えての施術ﾒﾆｭｰで対応して
います。

・ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄ（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選⼿
⽅々）ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞﾌﾘｰの安全性
が⾼いFitLineﾄﾞｲﾂのｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ
を導⼊しています。

・電気治療・低周波治
療・⾻格矯正など別々の
場所に⾏かなくても当院
で施術するので喜んでも
らえる
・ﾎﾞﾃﾞｨｰﾗｲﾝも整いながら
ﾘﾗｯｸｽして綺麗になっても
らえています。
・⾷事指導・習慣をお伝
えして健康的に痩せれた
り強い⾝体に変えれたり、
動きやすい⾝体になって
ケガもしにくくなるので
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが上がって怪我
しにくくなって喜んでい
ただいています。
・仕事やｽﾎﾟｰﾂをされてい
て遅くまで頑張っている
⽅々に利⽤して頂けるよ
うに最終受付22時にし⼟
⽇祝も営業しています。

ｻｰﾋﾞｽ別売上割合
治療 60％
美容 25％
⾝体能⼒をあげる
ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ 10％
⾷育ｺｰﾁ 5％

店舗⼝コミ数を98
件投稿して頂き1年
で
★5点満点中
ほぼ★5か★4を獲
得していますので
結果
★4.8を獲得してい
ます

・当院が喜んで頂けている理由は、治療・美容・⾝体能⼒向上・⾷事指導の⼼⾝のﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽを整える施術を⾏えるので、あちこち場所をかえていく必要がなくﾜﾝｽﾃｰｼｮﾝで対応

可能にしました。ﾎﾃﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ経験とｴｽﾃ業界の経験など接客サービスを合わせて25年程の経験⼒のﾘﾗｯｸｽ感と専⾨分野施術で⼟⽇祝⽇営業と夜23時までと利⽤しやすくしてい

ます。紹介して頂きやすい紹介制度を作っています。特に家族間のご紹介が多く信頼を頂いているので、満⾜度が⾼く1年と短い期間で★4.8の⼝コミ評価を頂いています。・

体づくりは、治療で体の故障個所を（ﾏｲﾅｽ〜０）正常に戻します、正常な状態から⾝体能⼒向上させるｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞをプラスにするとよい筋⾁と集中⼒をつくるプロセスを引き出

す事がしやすくなるので０〜プラスへの転換をスムーズにします。・体づくりに必要な⾷事指導は、⾃律神経のバランスを整える効果的な⽅法を習慣・指導も出来ます。・美容

ｺｰｽですが、治療であるﾘﾝﾊﾟｱﾄﾞﾚﾅｰｼﾞと筋膜ﾘﾘｰｽとを上⼿く融合させたﾘﾗｯｸｽしながら、⾃然治癒⼒を⾼めてすっきりして頂けるので、男性も⼥性も施術対応可能です。
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6．⼈的・構造・関係資産

人的資産

構造資産

関係資産

・治療に対する毎週定期勉強会含む月8回の参加で治療技術向上力をつけています。

・美容に対してはﾌｪｲｼｬﾘｽﾄ経験5年ｴｽﾃﾃｨｯｼｬﾝとして13年目に入る経歴とｶｲﾛﾌﾟﾗｸｯﾃｨｯｸﾍﾞｰｼｯｸ

ｺｰｽ修得とで融合させたｴｽﾃﾒﾆｭｰで技術力を提供しています。

・食育ｺｰﾁ専門分野ではNPO食育指導士資格・ﾊﾞｰﾁｬﾙﾍﾙｽｺｰﾁ資格習得し月2回の定期ｾﾐﾅに参

加し予防医学の最先端情報習得してｺｰﾁ力をつけています。

・治療・美容・身体能力向上・食育指導と心身ﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽを整えるﾜﾝｽﾃｰｼｮﾝにしています。

・ｸﾗｲｱﾝﾄからの紹介初回限定価格でかえる整体5000円➡3900と

ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ80 7600円➡5900円の提供しており、紹介者も紹介された人もそれぞれに

1000円紹介割引券を差し上げています。22時最終受付と土日祝日営業としておりますから、

家族間・元気にしたい友人にすすめて頂ける紹介されやすい紹介制度で集客しています。

・ｱｸｼｽﾏｽﾀﾘｰﾒｿｯﾄﾞﾄﾚｰﾅｰ（各県の治療家グループ）所属のｱｸｼｽﾏｽﾀﾘｰﾒｿｯﾄﾞ協会

・ｱｽﾘｰﾄｻﾎﾟｰﾄ協会

・ﾌｯﾄｻﾙ指導者・ﾗｸﾞﾋﾞｰ指導者・保護者様からの紹介

・NPO法人日本食育協会の食育指導士が集まっています。

・やまと薬膳ﾒﾃﾞｨｽﾅﾙｸｯｷﾝｸﾞﾒﾝﾊﾞｰ所属脳勝飯の基盤です。

・一般社団法人ﾍﾙｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ協会は世界に予防医学を発信して食育ｺｰﾁのベースの協会です。
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７．当社の業績を⽀える強み

①

②

③

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾀｰとｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞﾏｽﾀｰﾄ

ﾚｰﾅｰと美容ｾﾗﾋﾟｽﾄと食育ｺｰﾁ

の2名が揃っている事

口コミ投稿件数98件4.8の結果

と紹介制度の取り組みがある事

アスリート向けの心身トータル

バランスケアができる事

●ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾀｰ治療と（カエル整体・ｽﾄﾚｽ解放整体・免疫力向上整体）
身体能力を引き出すｱｸｼｽｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰﾄﾚｰﾅｰ全国で11名の1人が当院です。

●美容ｾﾗﾋﾟｽﾄ（ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞやﾍｯﾄﾞﾏｻｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ・ﾘﾗｯｸｽ効 果をもた
せたﾌｯﾄｹｱと耳つぼｼﾞｭｴﾘｰ）と食育ｺｰﾁ（実践型の食事指導・習慣・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞ
ﾗﾝﾄﾞﾚｼﾋﾟ脳勝飯を提案している）をしています。

上記2名が揃っている整体院は、日本で当院のみです。

●来院者から紹介しやすく紹介して頂ければ通いやすいように紹介された方紹
介した方両名に特別割引券を差し上げています。家族間のご紹介もたくさんあ
りますから信頼された方々の口コミをたくさん頂けています。

●土日祝 営業しており夜は22時最終受付と仕事帰りやスポーツする子供達
も通いやすい環境づくりにしています。

●ｱｽﾘｰﾄ全員の心身の基礎となる体づくりとメンタル面は、治療やｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞで
ケアができ、ｱｽﾘｰﾄ向け食育ｺｰﾁは、一般社団法人ﾍﾙｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ協会に属して
おり世界最先端情報を持って、ｱｽﾘｰﾄを目指す保護者の方々に自律神経のバ
ランスを整える食育指導を行うことができ、保護者の方々のｽﾄﾚｽを解放させれ
るように、美容ｺｰｽで、ﾘﾗｯｸｽして頂ける対応もかのうです。

①に記載しています2名が揃っているので、心身のトータルケアを
ﾜﾝｽﾃｰｼｮﾝで、可能にして提供しています。
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８-1．今後の⽅向性

「プロスポーツ選手を目指す子供たちの保護者様に」

・月1回 大阪市にて、第3火曜日に食事習慣・実践型体験セミナー開催決定しています。

・プロを目指すフットサルチームに、月1回アクシスメソッド体験会を定期的に行います。

・年4回 橿原市イベントにアクシスメソッド体験出店を行う予定です。

・幼稚園や教育部門で、保護者様に食事習慣の重要性講習会を開く予定です。

・Webにて健康食レシピ配信情報を発信して、定期購読してもらえる月額会員を集める予定です。

当社の経営⽬標

「ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを目指す子供にｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞと食育ｺｰﾁでより良い環境づくりとｻｰﾋﾞｽの提供」

説明

・ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄに必要とされるよい筋肉と集中力を引き出すためのｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞを体験していただき、環境を整えてあげようと考える

保護者様に、アクシスメソッドで子供達のパフォーマンス向上にも繋がること、毎日の食事習慣の大切さを、両方の角度からの

ｱｱﾌﾟﾛｰﾁ方法を、体験会にてご説明いたします。

・同時にストレスを感じてしまう保護者の精神的な疲れをとって、リラックスする時間を美容メニューを活用し合理的に行うことが

できるｻｰﾋﾞｽ提供のご案内をします。

・親子を繋ぐ食事は、より良い親子のコミュニケーションが出来て、子供たちは集中力上がり、怪我のリスクも軽減され、

競技成績をもっと上げていけるようにできます。

・食事レシピとしていつでもWebにて、見放題月額会員になっていただき、献立に役立ててもらえるように使って頂けるようにします。
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８-2．今後の⽅向性

今後の方向性

『本気でﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄの目指す子供をもつ保護者により良い環境づくりとｻｰﾋﾞｽの提供できる整体院を目指します。』

1. 体力・運動能力の低下文部科学省が昭和39年から行っている「体力・運動能力調査」によると、子どもの体力・運動能力は、

昭和60年ごろから現在まで15年以上にわたり低下傾向が続いてきています、持久走（男子1,500m、女子1,000m）では、例えば、13歳女子は昭和60年を

高に平成12年では25秒以上遅くなっている（体力・運動能力が低い子どもが増加していて、スポーツ少年や部活動などで運動する子供たちの基礎体力が

減少傾向にあるデーターもありますし、特に食生活や食習慣での、乱れも関係しています。食生活習慣の環境を整えるためにも、予防医学の観点から、

食育コーチとして当院オリジナルﾌﾞﾗﾝﾄﾞの脳勝飯と命名した、アスリート向けと一般向けの食事ﾚｼﾋﾟの提案を行い、簡単にできる健康食の方法を、お伝えする活動を

ﾌﾟﾗｽします。ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄ達は、習慣改善で大きく選手生命が変わってきます。

2.ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを目指す子供たちは、ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞの施術を提供してﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上と、中でも自律神経のバランスが崩れてしまう傾向にあり、なかなか実力を

出し切れなくなる事も多々ありますから、ストレス解放整体や免疫向上整体・ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄの絶対条件である子供時代からの心身のﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽを整える方法を

伝授するとともに子供たちの応援・環境づくりに没頭するあまり精神的な疲れててしまう保護者自身の身体のケアを、美容部門でリラックスしてもらったり、

食事指導・習慣を伝授することで、保護者の満足度も高めていただき、親子のコミュニケーションもしやすくなっていただけたりします。

リスク

1. 何もしないこと。

2. 応援するあまり自分たちのリフレッシュが出来ていない

3. 保護者の凝り固まった考え方が子供達に伝わってしまう。

事業機会

1. 2020年 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催に向けｽﾎﾟｰﾂ人口が増えてきていますし、

メダル獲得に向けてｽﾎﾟｰﾂ強化に国も力を入れ初めています。

2.国民もｽﾎﾟｰﾂに目を向けるようになってきてﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを目指す子供達も

増えてきています。

3. InstagramやYouTubeが非常に浸透してきているので視覚からのｱﾌﾟﾛｰﾁ

できやすくなっています。

当社の業績を支える強み

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを確実にあげるｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞと食育ｺｰﾁがいて、

ｱｽﾘｰﾄ向け心身のﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽｹｱができること。
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9．3年後の知的資産経営ストーリー 15

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス ・提供価値 業績

健康寿命を伸ばし
て⽣き⽣きと過ご
してもらえるよう
に⼀⼈⼀⼈にあっ
たオンリーワン施
術でKAERUを選ん
で良かったと思っ
ていただけるよう
なナンバーワンの
整体院を⽬指して
運営しております。

･治療に対する毎週定期勉強
会含む⽉8回の参加で治療技
術向上⼒をつけています。
・ｸﾗｲｱﾝﾄからの紹介初回限
定価格提供しており、紹介
者も紹介された⼈もそれぞ
れに割引券を差し上げてい
ます。
・BDﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄはがきを送付
し、特別価格でﾒﾝﾃﾅﾝｽ機会
をつくってもらうようにし
ています。
・携帯やﾊﾟｿｺﾝで検索できる
ようにﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞとﾘﾝｸして予
約ｼｽﾃﾑがあります。
22時最終受付のため20時30
分までの初回割を対象にし
て来院時のきっかけと施術
をうけての率直な感想の⼝
コミをお願いしています。
・紹介からの新規ｸﾗｲｱﾝﾄ様
の⼝コミが多く投稿しても
らえています。
・治療・美容・⾝体能⼒向
上の3ｽﾃｯﾌﾟを1か所で提供出
来ます。
・⾷育ｺｰﾁとして実践型の⾷
事指導・習慣・ｵﾘｼﾞﾅ会員制
配信型を構築する事でﾙﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾚｼﾋﾟ脳勝飯をWeb配信型
提供

・美容に対してはﾌｪｲ
ｼｬﾘｽﾄ経験5年ｴｽﾃﾃｨｯｼｬ
ﾝとして13年⽬に⼊る
経歴とｶｲﾛﾌﾟﾗｸｯﾃｨｯｸ
ﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ修得とで融
合させたｴｽﾃﾒﾆｭｰで技
術⼒を提供しています。
・⾷育ｺｰﾁ専⾨分野で
はNPO⾷育指導⼠資
格・やまと薬膳講師・
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾍﾙｽｺｰﾁ資格習得
しています。
⾷育ｺｰﾁとして⽉1回実
践型の⾷事指導・習
慣・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾚｼﾋﾟ
脳勝飯定期ｾﾐﾅｰを⾏い
予防医学の世界最先端
情報を発信してｺｰﾁ⼒
をつけます。
・ﾎﾃﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ経験とｴ
ｽﾃ経験の接客⼒があり
ます。
・治療分野と⾷事習慣
の分野の双⽅のｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝをとり個⼈の改善
療法を⾏っています。

・治療（カエル整体・ｽﾄﾚｽ解放整体・
免疫⼒向上整体）
・美容（ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞやﾍｯﾄﾞﾏｻｰｼﾞ・ﾌｪ
ｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ・ﾘﾗｯｸｽ効果をもたせたﾌｯﾄｹ
ｱと⽿つぼｼﾞｭｴﾘｰ
・⻭のｾﾙﾌﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｶﾌｪ （神⼾・東
京・⼤阪では、約5万⼈は利⽤してい
るﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｶﾌｪの奈良初加盟店登録済
み）
・⾝体能⼒を引き出す（ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ）
・⾷育ｺｰﾁ
上記のｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰにて、ﾏｲﾅｽの⾝体か
らｾﾞﾛへを治療・免疫⼒向上の美容整
体で対応・ｾﾞﾛからﾌﾟﾗｽへ⾝体能⼒を
上げるｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞにﾍﾙｽｺｰﾁを加えての
施術ﾒﾆｭｰで対応しています。
・ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ体験会を年4回定期開催し
ます。ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ練習場など（野球・ﾌｯ
ﾄｻﾙ・総合格闘技ｼﾞﾑ・など）でｱｸｼｽﾒ
ｿｯﾄﾞ・⾷事指導体験会を⾏います。

・⾷育ｺｰﾁとして実践型の⾷事指導・習
慣・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾚｼﾋﾟ脳勝飯をWeb配信
型を提供し強化します。
・ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄ（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ選⼿⽅々）ﾄﾞｰﾋﾟ
ﾝｸﾞﾌﾘｰの安全性が⾼いFitLineﾄﾞｲﾂのｻ
ﾌﾟﾘﾒﾝﾄを導⼊しています。
・産前産後の⾻盤かえる整体（⾻盤まわ
りの筋⼒の低下を強化させます〉

・電気治療・低周波治
療・⾻格矯正など別々
の場所に⾏かなくても
当院で施術するので喜
んでもらえる
・ﾎﾞﾃﾞｨｰﾗｲﾝも整いなが
らﾘﾗｯｸｽして綺麗になっ
てもらえています。
・⾷事指導・習慣をお
伝えして健康的に痩せ
れたり強い⾝体に変え
れたり、動きやすい⾝
体になってケガもしに
くくなるのでﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
が上がって怪我しにく
くなって喜んでいただ
いています。
・仕事やｽﾎﾟｰﾂをされて
いて遅くまで頑張って
いる⽅々に利⽤して頂
けるように最終受付22
時にし⼟⽇祝も営業し
ています。
・⾷事習慣化する事で
集中⼒が上がって成績向
上できる⼿軽な習慣をご
提供します

ｻｰﾋﾞｽ別売上割合
治療 60％
美容 25％
⾝体能⼒をあげる
ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ 10％
⾷育ｺｰﾁ 5％

店舗⼝コミ数を98
件投稿して頂き
1年で
★5点満点中
ほぼ★5か★4を獲
得していますので
結果
★4.8を獲得してい
ます

ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞと脳勝飯
⾷育ｺｰﾁの利⽤を引
き上げていくことを
視野に⼊れて
売上割合を3%
上げていく予定です

治療充実に⼥性施術
メニューを強化しま
す。

・当院が喜んで頂けている理由は、治療・美容・⾝体能⼒向上・⾷事指導の⼼⾝のﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽを整える施術を⾏えるので、あちこち場所をかえていく必要がなくﾜﾝｽﾃｰｼｮﾝで対応

可能にしました。ﾎﾃﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ経験とｴｽﾃ業界の経験など接客サービスを合わせて25年程の経験⼒のﾘﾗｯｸｽ感と専⾨分野施術で⼟⽇祝⽇営業と夜23時までと利⽤しやすくしてい

ます。紹介して頂きやすい紹介制度を作っています。特に家族間のご紹介が多く信頼を頂いているので、満⾜度が⾼く1年と短い期間で★4.8の⼝コミ評価を頂いています。・

体づくりは、治療で体の故障個所を（ﾏｲﾅｽ〜０）正常に戻します、正常な状態から⾝体能⼒向上させるｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞをプラスにするとよい筋⾁と集中⼒をつくるプロセスを引き出

す事がしやすくなるので０〜プラスへの転換をスムーズにします。・体づくりに必要な⾷事指導は、⾃律神経のバランスを整える効果的な⽅法を習慣・指導も出来ます。

・美容ｺｰｽは、治療であるﾘﾝﾊﾟｱﾄﾞﾚﾅｰｼﾞと筋膜ﾘﾘｰｽとを上⼿く融合させたﾘﾗｯｸｽしながら、⾃然治癒⼒を⾼めてすっきりして頂けるので、男性も⼥性も施術対応可能です。



１０．今後強化すべき強み

①

②

③

食事指導の強化

WEB配信の強化

定期的な体験会の開催

・月2回の定期ｾﾐﾅに参加し予防医学の最先端情報習得して
食事習慣の実践型の食事指導・習慣・ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾚｼﾋﾟ脳勝飯を
提案しｺｰﾁ力を強化ていく予定.

・食事習慣化で集中力が上がって成績向上できる手軽な習慣を
ご提供します。

・パラ陸上日本代表選手の競技成績を向上させて実績をだします。

・食育ｺｰﾁとして実践型の食事指導・習慣・ｵﾘｼﾞﾅ会員制配信型を
構築する事でﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾚｼﾋﾟ脳勝飯をWeb配信型提供
会員制配信型（実践型の手軽にできて健康食事習慣をかえていける
内容をWebに載せる）を構築していきます。

・施術風景も含めて体験会に行ったこと当院の活動をWebに載せて
発信していきます。

・外部ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ体験会を年4回定期開催をプライベート練習場など
（野球・ﾌｯﾄｻﾙ・総合格闘技ジム・など）でｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ・食事指導体験会を
行う予定です。

・ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞと食育ｺｰﾁの利用を引き上げていくことを視野に入れて
売上割合を上げていく予定です
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11 .数値計画 簡易キャッシュフロー＝経常利益－法⼈税＋減価償却費
債務償還年数 ＝借⼊⾦残⾼÷簡易キャッシュフロー

直近期末
(2018年 9⽉期）

1年後
（2019年 9⽉期）

2年後
（2020 年 9⽉期）

3年後
（2021年 9⽉期）

売上⾼

売上原価

売上総利益

販売費及び⼀般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

法⼈税

減価償却費

簡易キャッシュフロー

借⼊⾦残⾼

債務償還年数

非公開
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 ⽬標値 時期・期限

1 アクシス体験と
⾷事習慣化の必要
性の体験会

⼤橋
梅⽥

ﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを⽬指す⼦供達と保護者の⽅々に
成功体験を実施

正規契約
随時

定期体験会年4回
4⽉・8⽉・10⽉・
12⽉開催

2 ⾷事習慣の
⾷育コーチの
セミナー

梅⽥ 実践型⾷事習慣をつくる薬のいらない⾝体づくり、習慣化で成績
向上に期待が持てる予防医学最先端情報を使っての⾷育指導をし
ます。

正規契約
定員

10名

H31/1⽉〜
第3⽕曜⽇ ⽉1回
6回ｺｰｽを2回
年間12回予定

3 リトリート企画 梅⽥
⼤橋

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ➡ﾌｯﾄｹｱ➡ﾎﾞﾃﾞｰ＆腸ﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ➡⽔分補給軽⾷休憩➡
ﾌｪｲｽﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ60＆ﾍｯﾄﾞ➡ｱﾌﾀｰﾄﾞﾘﾝｸ➡⾝体能⼒UPｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞ
施術も⾏い、⾷事指導・習慣を⾝につける宿泊施設利⽤で実践実
習を取り⼊れる

10名 H31/9⽉企画中

4 ｱｸｼｽﾏｽﾀﾘｰﾒｿｯﾄﾞと
⾷事習慣のコラボ
企画

⼤橋
梅⽥

ｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞと⾷育コーチのコラボ企画でﾌﾟﾛｱｽﾘｰﾄを⽬指す⼦供達
のいるチームと正規契約を⾏う。

⽉10万円
〜
３チーム

H31/7⽉〜
⽉1回予定です

5 Web情報発信型 梅⽥ ⾷事レシピ配信いつでもみていただけるように、定期会員制
例）⽉額1000円〜（銀⾏引き落とし⼿続きをしてもらいま
す。）

正規会員
100名〜
1000名

H31/6⽉〜

12 .アクションプラン・ＫＰＩ
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13. スタッフ紹介
夫婦で開業営業しています。
体づくり・メンタルケア部⾨担当（⼤橋誠⼀ 院⻑（主⼈）
リラクゼーション業界にも⻑年携わり技術指導・接客サービス指導・管理責任者を
経験し、治療（体をかえる）・⾝体能⼒アップするｱｸｼｽﾒｿｯﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰﾄﾚｰﾅｰ（動きをかえる）
⼀⼈⼀⼈に合わせたｵﾝﾘｰﾜﾝ施術を延べ8000⼈以上を超えるお客様に提供して笑顔に変えて参りました。
無駄にボキボキしたり根拠のない⼒任せの矯正や施術を絶対にしないからです。
頭痛・腰痛・⼿⾜のしびれ・肩こり・慢性疲労・⾃律神経失調症・内臓機能低下・産後ケア
むくみ・スポーツ障害など、今まで様々なサロンを試みてみても効果がなかった⽅。
椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・すべり症など完治が難しいとされている症状で⼿術をお考えの⽅は、いつでも
相談にのらせていただいています。LINE@登録してくださっている⽅は個別相談メールでの対応もしています。

美容部⾨・⾷育指導コーチ担当 （仕事名 梅⽥のりみ 代表）
美容部⾨では、エステにいく勇気のない⽅。エステ以上の満⾜度を体感して頂けるように
カイロプラクッティックの治療法であるﾘﾝﾊﾟﾄﾞﾚﾅｰｼﾞと筋膜ﾘﾘｰｽを融合させた免疫向上とﾘﾗｯｸｽして頂けるように
しています。美容業界18年接客サービス業25年で培った経験実績でおもてなしの⼼と⾷事習慣の⼤切さ
予防医学の観点から⾷育ｺｰﾁとしてｸﾗｲｱﾝﾄに提案提供しています。

店名のKAERUは、カエル好きから⾝体をかえると掛け合わせています。
店内もかわづ（かえる）の清らかな沢をイメージして天井に空壁紙・
床は⽔⾊カーペット回りのカーテンは、お花と緑をイメージして
⾃分たちがかわづ（かえる）になってくつろぎ空間を演出にしています。
当院では、かえる達もスタッフ⼀員として活躍しています。
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14. 企業概要

企業名 カイロプラクティックセンター 奈良KAERU整体院

代表者 梅⽥ 敬美

創業 平成29年8⽉18⽇

設⽴ 平成29年9⽉18⽇

資本⾦ 500万

事業内容 治療・美容・ﾍﾙｽｺｰﾁ・アクシスメソッド

年商

所在地
〒634-0007
奈良県橿原市葛本町734-2

電話 0744-22-8848

FAX なし

URL http://kaeru-seitai.com/.

社員数 2名

登録・免許

主要得意先

⼀般顧客

沿⾰

2013 エステティックサロンAngelia 独⽴

2014 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ業界のエステ部⾨に吸収

2016 ⽿つぼｽﾄｰﾝｾﾗﾋﾟｽﾄ資格⽿つぼﾀﾞｲｴｯﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ資格習得

2017 NPO法⼈⽇本⾷育協会認定 ⾷育指導⼠習得

2017 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸｯﾃｨｯｸﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ修得

2017 ｶｲﾛﾌﾟﾗｸｯﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ奈良KAERU整体院 開業

2018 ⼀般社団法⼈ﾍﾙｽｴｷｽﾊﾟｰﾄ ヘルスコーチとして認定

2018 やまと薬膳ﾒﾃﾞｨｽﾅﾙｸｯｷﾝｸﾞ修得
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あとがき

知的資産経営とは 知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、

技能、知的財産(特許、ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意

味します。

よって「知的資産経営報告書」とは目に見えにくい経営資源すなわち非財務情報を債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係者)に

対し、知的資産を活用した企業価値向上に向けた活動(価値創造戦略)として目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図る

ことを目的に作成する書類です。経済産業省から平成17 年10 月に知的資産経営の開示ガイドラインが公表されており本報告書は原則としてこれに準拠

しています。

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の、経営戦略及び事業計画並びに付帯事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当店の判断に

て掲載しています。そのため将来にわたり当社の取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき必要が生じることもあり、その際に

は本報告書の内容が将来実施または実現する内容と異なる可能性もあります。 よって本報告書に掲載した内容や数値等を当店が将来に渡って保証するも

のでは無いことを十分にご了承願います。

作 成 者： ｶｲﾛﾌﾟﾗｸｯﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ 奈良KAERU整体院（作成担当：梅田 敬美）
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