
所得補償加入ﾌﾟﾗﾝのご案内 
(2021 年 2 月 15 日（月）迄の限定募集) 

 

もし、明日交通事故に遭遇して、 

6 か月間の入院を余儀なくされたら

あなたの収入はどうなりますか？ 
 

・個人事業主で国保にしか加入していない・・・ 

・自分が倒れたら収入源がゼロになってしまう・・・ 

・妻と子供の生活費をカバーできるか心配・・・ 

・銀行口座の貯金が潤沢に有るわけではない・・・ 

・今まで、交通事故に遭いそうなヒヤっと体験がある・・・ 

 

という方は、所得補償の加入を検討をしてください。 

 



 

あなたの大事な奥様やお子様がいる場合は、 

家族を守っていける自信はありますか？ 

 

 

また、6か月間の休業中には訪問マッサージ・鍼灸の 

患者さんはほぼ全員離れてしまいまいますが、 

そこから再びゼロからケアマネさんへの営業をして 

安定した売り上げを作っていくのにどれだけの 

時間と労力とお金が掛かるでしょうか？ 

 

 

 

このご案内をお読みの方は、訪問マッサージ、訪問鍼灸を 

個人で活動している個人事業主だと思います。 

元気で働ける状態であれば問題ありませんが、 

万が一の事故で、働けなくなる可能性もゼロではありません。 

 

 

 

特に、訪問治療の場合、1日のうち約半分が移動なので 

車、バイク、自転車で事故に遭遇する確率は一般の 

社会人よりも遥かに高いです。 

 

 

実際、日本訪問マッサージ協会の会員さんでも往診中に、 

交通事故に遭ってケガをされて、一定期間ですが 

訪問治療が出来なくなったという方もいらっしゃいます。 

 

 

 

そういった中で、以前から個人で活動されている 

鍼灸マッサージ師さんより、 

 

「事故で働けなくなった時に、自分の所得を 

補償してくれるような保険は無いのか？」 

 



というご相談を多数頂いておりました。 

 

もし、あなたが大切な家族を路頭に 

迷わせたくないと思っているのであれば、 

日本訪問マッサージ協会では、 

あなたの収入を保証してくれる 

所得補償保険というサービスがあります。（掛け金は月額 980 円～） 

 

 

この所得補償保険のサービスの概要は、、、 

 

 

１：ケガや病気で働けなくなった場合に、 

  あなたの所得を補償する。（10～50万程度） 

 

２：入院はもちろん、自宅療養もカバーしてくれる。 

 

３：加入する際に、医師の診査などは不要。 

 

４：無事故の場合は、返戻金が戻ってくる 

 

５：団体割引が適用される。 

 

この所得補償保険の内容は、個人事業主の鍼灸マッサージ師はもちろん、 

奥さんやお子様などご家族にとっても安心できる内容となっています。 

 

 

 



所得補償保険に加入できる

ための条件が 1つあります！ 

今回、団体割引加入が条件となっていますので、 

下記の会員登録が必要になってきます。 

＼日本訪問マッサージ協会 会員サービス／ 

   （所得補償保険加入権利含む） 
  

“業界最高のコミュニティ”に継続しやすい価格で参加 OK！ 

 
 

日本訪問マッサージ協会は、 

こんな先生にお薦めの会員制コミュニティです！ 
 

 

☑訪問治療院を経営していく上で常に最新の情報を入手し続けたい 

☑日本訪問マッサージ協会のツールやノウハウを有利に使い倒したい 

☑同じ夢を持ったもの同士、励げましあったり支え合える仲間を作りたい 



☑問題が起きた時、どうしたらよいか明確なアドバイスをしてくれる人が周り

にいない 

☑院長としてずっと一人で全てやらなければならないと思うと、孤独を感じる 

☑基本的な経営基盤は築けたが、いざという時に対処できるか不安だ 

☑現状レセコンは不要だが、事務処理についてはサポートが必要だと思ってい

る 

☑協会のフルサポートを受けたいが正直なところ経済的に厳しいと感じている 

 

 

いかがでしょうか。 

もし、一つでも当てはまることがあったら、是非ご参加いただければと思いま

す。 

 

 

訪問マッサージ業界で成功する人・失敗する人 
 

あなたは、訪問マッサージや訪問鍼灸を始めてトントン拍子で成功する人と、 

なかなか上手くいかずにあきらめてしまう人の「違い」をご存知ですか？ 

  

訪問マッサージ・訪問鍼灸という業界は、「独立したい」「もっと収入がほしい」

と思う全ての 

鍼灸師・マッサージ師にとって、救世主とも呼べる魅力的な業界です。 

 

それなのに、なぜ誰もがきちんと取り組めば確実に成功する業界内で、上手くい

かない人がいるのでしょうか？ 

 

 

たったひとつの原因があなたを失敗させる 
 

失敗するには当然理由がありますが、実はたったひとつしか見当たりません。 

 

それは、「ケースに合ったやり方を理解していない」ということです。 

そして、誰がやろうと、いともたやすく失敗させる原因が、たったのこれひとつ

なのです。 

 



私は「訪問マッサージ開業マニュアル」というものを執筆し、これまでたくさん

の購入者をサポートしてきました。そこで感じたのは「マニュアルだけでは伝わ

りきれないものがある」ということでした。 

 

そこで私は、これから始める人や始めたけど上手くいっていない人に向けて、マ

ニュアルの総復習および、マニュアルでは伝わりきれない部分をセミナーという

形式ですべてお伝えしようと思いました。 

 

ところが、嬉しいことに私のサポートを必要とする多くのマッサージ師さんや鍼

灸師さんが増えていくに従って、セミナー開催でも個々へのフォローが追い付か

なくなり、自分の想いと現実とのギャップが広がってしまうことを強く懸念する

ようになりました。 

 

そんな経緯もあって、藤井を信じ、真剣な想いで訪問マッサージ・訪問鍼灸の道

を選んだ先生方に対して、一人でも多く、もっと手厚くて密な情報公開や相談対

応を可能にするために、コミュニティ化することを思いついたのです。 

 

 

【業界の情報】は最新でなければ意味がない 
 

 

訪問マッサージはまだ小さな業界です。それ故にインターネットで調べても、 

常に最新の情報ではないことも多いのです。 

 

また個人での情報収集というのも限界があります。そこで、全国の協会会員の人

脈や情報網を使って、最新の情報をあなたに届けたいと思います。 

 

ビジネスは「早い者勝ち・やった者勝ち」です！ 

 

ライバルよりも、常に一歩早く収集した最新の情報を実践し、 

経営を安定かつ拡大させていきましょう。 

 

 

情報をさらに正確にする仲間とのネットワーク 

 



 

いくら手にした情報も、それが良い情報であることは稀です。なぜなら、ほんの

一部の人間が、個人的な考えや感情を交えて伝えているような、偏った事実であ

ることがほとんどだからです。 

 

ですから、あなた一人の知識や経験だけでは、本当にそれが正しいかどうかを見

分けることは簡単ではないでしょう。 

 

僕もそうでしたが、開業したての頃はみんな一人です。 

 

「同じ志をもった仲間と情報交換したい」 

「仲間が集まって談議できる場がほしい」 

 

と思ったことはありませんか？ 

 

日本訪問マッサージ協会でお互いに仲間を見つけて、 

相乗効果で加速成功していきましょう。 

 

 

仲間と共に最短距離で成功の道を走る 
 

 

あなたはこれから一人で成功し、やがては人を使い、 

訪問マッサージ・訪問鍼灸をビジネスとして発展させていくかもしれません。 

 

もしそうだとしたら、人に使われるだけ使われ、割に合わないと思うような収入

しか得られず、不満がいっぱいの毎日を過ごすことは、もうないでしょう。 

 

しかし、実際に独立して活動するすべての人が、マニュアルに書かれていること

だけをやり通そうとしても、皆が皆、同じように上手くいくわけではありません。 

 

協会からは、つねに最高かつ最善の情報を配信していますが、人それぞれの違い

を掴み、その人に合ったアドバイスを直接個別にすることには限界があります。 

 

あなたもそうなると思いますが、開業して一人で活動していくと 

 



「本当にこんなことやっていて、成功するのだろうか？」 

「こんなにうまくいかないものなのだろうか？」 

「私が今やっていることは正しいのだろうか？」 

 

と疑問を持つこともあると思います。 

そして、不安や孤独を感じることでしょう。 

 

そんな時、日本訪問マッサージ協会には、今、あなたがどんな現状にいようとも、

あなたと似たような状況にいて共に同じ悩みを持つ、全国 500名以上の仲間がい

ます。 

 

私が、このコミュニティを作った理由は、あなたの活動をもっと傍でサポートし

ていきたいという思いと、私が開業当初に感じていた、誰にも相談できない孤独

と不安をあなたが感じることなく、成功の道を最短距離で走っていただきたいと

思っているからです。 

 

あなたはもう、一人で悩むことも不安を抱えることもありません。日本全国に、

あなたと同じ境遇の仲間がいます。 

 

もちろん私、藤井もいます！ 

 

 

唯一無二の圧倒的フォローアップが月額 3千円台 

日本訪問マッサージ協会 会員サービス概要 

------------------------------ 

・最新版 ザ・パワー対談（動画・音声・書き起こし） 

 

 
古くからお付き合いのある先生はご存知だと思いますが、かつて（2009年～2012



年）、”訪問マッサージ ｻｸｾｽｸﾞﾙｰﾌﾟ”というサービスを提供しておりました。 

 

この中のサービスの１つの中に経営が上手くいっている先生と藤井との 

対談ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ CDを提供するというものがありました。ゼロから独立開業して上

手く行った秘訣・苦労話を聞きだすことによって、成功するまでの道のりを 

明るく照らすことが出来ました。 

 

当時の先生たちから、”あの CDは、モチベーションもあがりっぱなしです。” 

”もう、あのような対談インタビューは聞けないのですか？” 

といったお声を頂いたこともありましたので、この度復活することになりまし

た。訪問マッサージ・訪問鍼灸で成功している先生は勿論のこと、 

藤井の人脈から出来た異業種のオーナー社長などにも登場して頂く予定で、あ

なたの脳により新鮮な刺激を与えることが出来ると思います。 

 

この対談インタビューは、一般販売価格 1万 4900円/枚で販売していますが 

日本訪問マッサージ協会の会員様はお支払い頂いている会費の枠内でお聞きい

ただけることが可能となります。 

 

・会員限定 リアル情報交換会（交流会） 

 

 
 



僕自身、開業当初に比べて日常業務からはほぼ解放されたこともあり 

時間的な余裕が持てるようになりました。 

 

 

なので、可能な限り日本訪問マッサージ協会の会員さんとは 

リアルで会って話を聞いて積極的に意見交換をしたいと考えています。 

 

 

何より、会員の先生には切磋琢磨できる本当の仲間を見つけて欲しい。 

そういった想いから、定期的な情報交換会を開催していきます。 

 

 

ただ漫然と日常の施術をしているだけでは絶対に会うことなどできない 

 

「訪問マッサージ・訪問鍼灸で“本当に”稼いでいる人」 

 

が一堂に会すことになりますので、超濃密な訪問治療談義ができます。 

 

日本訪問マッサージ協会の会員さんは、見た目はフツーの方が多いのに 

収入がエゲツナイ方が多いという特徴がありますので、 

あなたも、このような場に参加することで、 

 

「こんな細身で頼りなさそうな鍼灸師のお兄ちゃんでも 

1000万超が出来るのだったら、俺に出来ないはずがない！」 

というﾘｱﾘﾃｨを感じることが出来るでしょう。 

 

・各種有料サービスに対しての割引価格適用

(通常価格より、20～30％OFF） 



 

ニュースレター：非会員価格：6480円 → 会員価格 ：4980円 

 

 
 

ケアマネ入浴剤：非会員価格：5990円 → 会員価格：4990円  



 
開業ﾊﾟｯｸ ：会員価格 ：4970円 → 非会員価格：5970 円 

現在、日本訪問マッサージ協会では、正会員の方から 

毎月、会員費として頂戴して運営しております。 

 

 

当協会では協会会員サービス以外にも、 

・ニュースレター雛形提供サービス 

・開業ﾊﾟｯｸサービス 

・ケアマネ薬用入浴剤サービス 

・セミナーの開催 

・DVD,CDなどの販売 

・対面個別コンサルティング、電話コンサルティング 

などの有料サービスも提供しております。 

 

今までは上記の有料サービスについては、 

正会員様も非会員様も同一価格にて提供していましたが、 

 

今後は、会員特別価格を設けて、非会員の方とは 

実質的に２０％～３０％程度の価格差を設定することに 

なりました。 

 



正会員様にはより有利な料金体系で 

ご利用できるような体制にしてまいりたいと思います。 

 

 

 

・患者様の優先紹介（※提携治療院契約院） 

 
 

日本で一番、訪問マッサージ・訪問鍼灸の依頼数があるホームページです。 

実際下記のように毎日毎日、全国各地から訪問での鍼灸マッサージ治療をお願

いしたいという方からの依頼が絶えません。全国から依頼が来る見込み患者様

のうち、あなたのエリアの患者様を最優先でご紹介させて頂きます。このよう

な営業代行サービスがあることで、あなたは営業活動に悩むことなく本来の治

療の仕事に専念することだって可能になります。 

現在、日本全国で多数の治療院様にご登録いただいていますが、日本訪問マッ



サージ協会の会員様については、最優先で患者様をご紹介させて頂きます。 

            （※別途、提携治療院のお約束が必要になります） 

 

 

・日本訪問マッサージ協会の登録治療院として

ＨＰに登録（年間 16万 5286アクセス） 

 

 
 

こちらの日本訪問マッサージ協会のホームページですが、 

http://www.houmon-massage.jp/ 

実は、年間で 16万を超えるアクセスがあるんです。 

 

その結果、多くの見込み患者様、全国のケアマネさん等から定期的に 

問い合わせがあります。今回、お申し込み頂いた場合は、 

あなたの治療院名、住所、電話番号、ＨＰアドレスなどを 

登録治療院として、掲載させて頂きます。 



 

そのＨＰにあなたの治療院が登録治療院として掲載されていれば 

新規集患力アップに繋がることは間違いありません。 

・日本訪問マッサージ協会の地域ネットワークの活用 

 

 
東京都足立区 訪問鍼灸マッサージ 会議 

 
日本訪問マッサージ協会に入ることによってもしかしたら、今後あなたは 

 

■もう、これ以上の患者を診るのは体力的に限界だよ・・・ 

■せっかくスタッフを雇ったのに、すぐに独立された・・・  

■患者を紹介したいが、近隣に信頼出来る鍼灸マッサージ師がいない・・・ 

 

といった繁盛院の個人先生ならではの悩みを抱えることになるかもしれません。 

そんな時に、近隣で同じ志をもった鍼灸マッサージ師の先生がいたら 

どんなに助かることでしょうか？ 

新人治療院、繁盛治療院の間でミスマッチが起きているという 

事実の存在がわかったのです。 

当協会では、新人治療院、繁盛治療院が「Win-Win」の関係になれるように、 

独自の協働システムを構築しておりますので、訪問マッサージ・訪問鍼灸の 

地域ネットワークをフル活用することが可能です。 

 



 

 

・鍼灸マッサージ賠償保険の団体加入権利 

（東京海上日動火災）月額 650円～ 

 
日本の保険業界最大手の「東京海上日動火災保険」が提供する 

賠償保険への団体加入が可能です。 

 

鍼灸マッサージ治療中に起こってしまった事故はもちろん、 

鍼灸マッサージ治療効果を上げるために併用して行う、 

「室内での歩行練習」 

「室内での階段昇降練習」 

「室内での立ち上がり練習」 

といったリハビリに関わる部分の保障もしてくれます。 

 

しかも、対人賠償は、1億円まで保障され、 

保険料がたった、月額 650円程度でいいのです。 

 

この賠償保険の内容は、施術者にとって絶対に損が無い内容だと 

確信していますので安心してご加入ください。 

 

 

・所得補償保険の団体加入権利 

（東京海上日動火災）月額 980円～ 

 
もし、明日交通事故に遭遇して、大きなけがを負って、 

働けなくなったとしたらどうしますか？ 

元気で働らける状態であれば問題ありませんが、 

万が一の事故で、働けなくなる可能性もゼロではありません。 



特に、訪問治療の場合、1日のうち約半分が移動なので 

車、バイク、自転車で事故に遭遇する確率は 

一般の社会人よりもかなり高いです。 

そんな不安を補償してくれるのが、所得補償保険です。 

こちらの保険のサービスの主な内容としては、 

１：ケガや病気で働けなくなった場合に、あなたの所得を補償する。（40万程度） 

２：入院はもちろん、自宅療養もカバーしてくれる。 

３：加入する際に、医師の診査などは不要。 

４：無事故の場合は、返戻金が戻ってくる 

５：団体割引が適用される。 

この所得補償保険の内容は、個人事業主の鍼灸マッサージ師はもちろん、 

奥さんやお子様などご家族にとっても安心できる内容です 

 

・協会会員限定の FBページへのご招待 

 
 

 



日本訪問マッサージ協会に入会すると、メンバー限定の 

Facebookグループへご招待します。 

意識が高い日本訪問マッサージ協会の会員さん同士で 

気軽に交流することで、モチベーションを上げたり、 

また、同業者の仲間とコミュニケーションする中で、 

ビジネス向上に役立つヒントを確実に得ることが出来ます。 

 

・協会会員限定の勉強会参加権 

 
 

僕たちは、訪問マッサージ・訪問鍼灸の業界でもっと身近なところに仲間を作

らないと今後生きて行くのは難しくなっていくと思います。 

協会限定の交流会では、協会限定フェイスブックページなどで 

話題になった事項 

 

例えば 

 

◆有名ドクターとのツーショット写真をゲットする方法。 

◆同意書 6連敗から 23連勝へ繋げる現実的な方法 

◆「絶対不可侵領域」と言われた「○○市保険レセプト個人請求」方法の実体 

◆地元医師の「心を動かした」魂をこめた手書きの「感謝のお手紙」の書き方。 



◆気持ちが落ち込んだ時にテンション、モチベーションを一瞬で上げる動画。 

◆地域で同意書を書いてくれるドクター情報の共有 

◆見知らぬ土地で営業ゼロで地域の人々の信頼を得て 

患者様の方から「あなたに治療して欲しい」と言っていただける方法 

 

などなど、その時に知りたいような旬の情報を交流会と言う対面の場でより理

解を深めて行きます。 

 

交流会や勉強会などは藤井だけが講師をするのではなく、 

日本訪問マッサージ協会の会員さん自身が行うこともあります。 

会員さんの中でも面白い情報を持っている方や、 

実績の出た方がどんな風に稼いでいるのかといったことも、 

よく話して頂きますので、セミナー講師としての経験を積むことも可能です。 

また、訪問マッサージ・訪問鍼灸に関することだけでなく、 

保険治療で 50万、100万円と稼いでから 

次に展開したい、あるいは展開可能なビジネスモデルなどについても、 

お話出来る勉強会を予定していますので、是非楽しみにしていてくださいね。 

 

 

 

・協会会員限定のメールマガジン購読権利

 
日本訪問マッサージ協会の会員さん限定のメールマガジンでは、一般のメルマ

ガではご紹介できない限定情報が満載です。藤井の日々の活動報告などもお届

けしています。 

協会限定のメールマガジンでは、藤井が実践しているビジネスの実情、 

結果を出した治療院さんの最新の集患方法や 1人の患者さんを獲得するために

かかる費用や獲得した患者さんの治療継続率などを実数字を出した検証結果を



お伝えすることがあります。 

日本訪問マッサージ協会の会員さんだけ、という制限があるので、 

安心してすべての情報を出すことができるのです。 

そのため、みなさんにはいつも 

「そこまで出して大丈夫ですか？」「生々しくて参考になります！」と驚かれて

います。公開ギリギリのリアルなビジネス話が聞けるのも会員限定だからこそ

です。 

 

 

”WEB版 オールインワン” 割引価格導入権利 
 

 

 
『WEB版  Ａll in one (オールインワン)』が必要になった時は、 

会員さま価格でご利用いただける権利があります。 

 

こちらのソフトは、 

 

【1:ネット環境があれば、24時間 PC,スマホ,タブレット端末から操作可能】 

 

【2:万が一、ご自身のパソコンが壊れた場合もデータは 

 オンライン上に保存されているので安心感がある。】 

 

【3:Macのパソコンでも操作可能なので、Macユーザーでも導入可能】 

 



【4:訪問治療の現場の空き時間などを使って、レセプト作成が可能】 

 

【5:パソコンが苦手な先生でも、オンライン上でサポートが可能】 

 

【6：バージョンアップ作業やメンテナンスは当協会が実施するため、 

  常に最新版が利用できる。】 

 

というﾚｾｺﾝｿﾌﾄになりますが、導入が必要になったさいには 

初期費用、月額費用とも一般価格よりもかなり割り引いた 

価格での提供が可能です。 

 

その他にも、、、、、、 

・各種専門家のサポートのご紹介 

（ドクター、弁護士、税理士、FPなど） 

 

・過去の商材(マニュアル、DVD、CDなど) 

割引購入権利 

 

・今後販売予定の商材の割引購入権利 

 

・一般向けセミナー・勉強会の優待権利 

 

・ メールサポート、レセプト添削 



その他に、各種講座への参加者には、 

 

・新規患者獲得ノウハウの事例紹介 

 

・営業提案書・雇用契約書等のひな形の提供 

 

・必要な書類やテンプレートの配信 

・同意書獲得ノウハウの事例紹介 

 

・同意書 OK・NGマップ 

 

・レセプト処理関係の必要書類 

 

・事務処理効率化ツールの提供 

 

・全国各地の会員様との繋がり 

 

・全国各地でのオフ会参加権 



 

・福利厚生（会員制リゾートホテル優待券） 

 

・認定資格の発行（講座受講者） 

 

・成功事例の共有 

 

・随時必要なサポート 

 

などなどを提供しますが、その費用は、、、 

 
 

会費：3,686 円（税別)/月 になります。 

 

※決済方法は、銀行振込、Paypal（クレジットカードのご登録が必要）となります。 

 

 

 

さらに！前代未聞の超特大プレゼント 

 

 

あなたの意志が、今のままでいることを選ぶなら、それは自由です。 

 



しかし、せっかく高い志を持って、訪問マッサージ・訪問鍼灸事業に取り組んでいるのな

ら誰だって、地域の患者さんに喜ばれた上で、繁盛治療院になりたい！と思うはずです。 

 

ですから、もしあなたがこの環境で成長すると決意するなら、あなたのその熱い思いに応

えたい気持ちを、私もしっかりと態度で証明したいと思います。 

 

そこで、ご入会いただいた方には、心からのエールを込めて、スタッフの心配をよそに、

今回は自分でも無茶なプレゼントを用意することにしました。 

 

 

～超特大プレゼント・Part１～ 

＼臆病者でも大丈夫！訪問マッサージ集患セミナー（ｵﾝﾗｲﾝ）／ 

（営業ツールの完全テンプレート付き・参加費 78,000円で開催したセミナーです） 

 

 

繁盛治療院になる為に、一番大切な要素は「集患力」です。 

この集患力をつけるために、こちらのセミナー動画が必ずあなたの役に立つでしょう。 

 

なぜならこのセミナー動画（URL）では、訪問マッサージ・訪問鍼灸を個人で始めて、半

年間で最低でも２０名の患者さんを獲得する為に何をするべきか、ということをステッ

プ・バイ・ステップで学べるからです。 

 

この動画では、藤井の他にも、訪問マッサージの激戦区と言われる地域でゼロから始めて

成功された＜トータルケアかつしかの李先生＞や、日本屈指のインターネット集客のプロフ

ェッショナルである＜（株）クドケンの工藤謙治さん＞にも講師になっていただき、 

介護事業所などへのリアル営業の内容から、医師やケアマネとの信頼関係構築法、 

インターネットからの集患方法などに至るまで事細かに公開されたセミナーを収録した、

大変中身の濃いものとなっております。 

 

もちろん、私もこの方法で患者さんを増やして来ました。 

 

また、このセミナーに参加された方の中には、実際に３ヶ月以内で患者さん 20 名を獲得

し、今では月商 100万円ペースに乗せる事に成功している方が出ております。 

 

私がこれまでに継続してきたように、このセミナーで公開しているリアル営業とネット営



業を組み合わせた方法を基にして、これからも、安定した成果を上げていくことでしょう。 

なぜならこの方法は、訪問マッサージ・訪問鍼灸の個人開業で繁盛治療院になるための、

最も効率的で最も早い方法だからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注： 画像はイメージです（DVDでのお渡しではありません） 

 

 

 

～超特大プレゼント・Part２～ 

＼“成果が出る”営業ツールのテンプレート一式／ 

さらに、このセミナーと連動していて今すぐ使える、集客に必要な営業ツールを丸ごと一

式セットにしてプレゼントします！ 



 

 

いかがでしょうか。実際に効果のある営業ツールのテンプレートや参考資料を、全てまと

めて差し上げます。 

 

 

 

セミナー動画を見終わったら、これらのテンプレートを使って治療院名や電話番号を自院

のものに編集したり、アイディアとして参考資料を使い回せば、何を準備すれば良いのか

がわからないために立ち止まっていたあなたも、即行動に移すことが可能です！ 

 

 

＼日本訪問マッサージ協会 会員サービス／ 

   

 

 

（所得補償保険加入権利含む） 
  

 

 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=344401


“業界最高のコミュニティ”に継続しやすい価格で参加 OK！ 
 

 

追    伸 

 

『訪問マッサージ・訪問鍼灸を業として頑張る人たちの集まる場所を提供し、本

当に役立つサービスを本気で提供したい！』 

 

日本訪問マッサージ協会の幕開けを共に見守り、ずっと第一線で業界をリードし

て下さっていることを誇りに思っていることは、これまで折に触れて様々なセミ

ナーなどでお話ししてきました。 

 

そして、このことは、これからも色褪せることのない貴重なエピソードであり、

私、藤井と日本訪問マッサージ協会の原点として、いつまでも大切な宝物であり

続けることでしょう。 

 

これから訪問マッサージ・訪問鍼灸で独立し成功を目指す方や、この先もずっと

安定して治療院経営をしていこうと命を使っていらっしゃる方に、何をすれば一

番貢献できるのか？ということを本気で考えて出した結果です。 

 

マニュアルやセミナーだけでは伝えきれない細かい情報・リアルタイムで伝えら

れる有益な情報・訪問マッサージ師・訪問鍼灸師たちが気兼ねなく話し合い情報

交換できる場を、かかる負担は少なくメリットは大きくして、提供し続けたいと

思っています。あなたとのご縁を楽しみにお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

＼日本訪問マッサージ協会 会員サービス／ 

     一般社団法人 日本訪問マッサージ協会 

        代表理事 藤井 宏和 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=344401

