






トレーナーに聞く！ケッズトレーナーの治療院 ・事業所

自費診療のみ （４院）

ケッズスポーツマッサージ恵比寿

ケッズスポーツマッサージ神田小川町

ケッズスポーツマッサージ名古屋

ケッズプラス治療院

保険診療 ・自費診療併設 （６院）

ケッズ鍼灸接骨院高田馬場

ケッズ鍼灸接骨院中野

ケッズ接骨院吉祥寺

ケッズ鍼灸院 ・ 接骨院すみだ

ケッズスポーツマッサージ川崎鍼灸接骨院

立川高松接骨院

治療院１０店舗 （東京８店舗、 川崎１店舗、 名古屋１店舗）

治療院の他にスポーツジム、 スタジオ
セミナールームの運営も行っております。

←メディアート

   （スタジオ）

ケッズトレーナーラボ→

（セミナールーム）



こだわりの設備

スポーツ選手が疲労した身体を癒し、 再びベストな状態に戻すために考案されたものです。

疲労した身体をほぐし、 体のバランスをよくするスポーツマッサージは、 スポーツ選手に限

らず、 一般の方々にも非常に有効です。

ディスポ鍼を使用し、 衛生的に安全な治療を行います。 ここ 10 年くらいで、 鍼治療を希望

される患者様がかなり増えました。

鍼治療の効果を実感していただけています。

手技だけではなく、 効果的な治療器具も使用します。

全ての治療院に、 超音波治療器 ・ 小型低周波治療器 ・ 温熱パックがある他、 接骨院は大

型低周波治療器 ・ 干渉波治療器があります。 また、 ハイボルト治療器、 高周波治療器、

マイクロ波治療器、 光線治療器などを使用しています。

金属アレルギーの方でも安心して使用できる特殊金属で作られたブレードを使用し、 筋膜リ

リースを行います。

評価＋モアクト軟組織モビリゼーション （ＭＳＴＭ）＋エクササイズという、 専門知識 ・ 技術

を合わせたものを、 モアクトテクニックと呼びます。

スポーツマッサージ

鍼治療

パーソナルトレーニング

パーソナルトレーニングは、 経験豊かなスタッフとマンツーマンでエクササイズを行います。

パーソナルトレーニングで関節を柔らかくして基礎運動能力を高めたり、 バランスボールや

ストレッチポールを使ったバランス調整エクササイズで運動機能に重要なコア （体幹部） を

鍛えたりすることができます。

モアクトテクニック

物理療法

ケッズトレーナーの治療

北海道の神天石 （ブラックシリカ） を使用した岩盤温熱療法。 からだの深部まで温める

効果があります。 からだの組織の新陳代謝を活性化し、 体液循環を良くさせ自律神経や

免疫ホルモンを正常に保ちます。 【ケッズ鍼灸接骨院高田馬場】

世界屈指の天然炭酸泉と知られる長湯温泉を再現した 『長湯 Hot tab』 を使用。

ランニングやお仕事の汗を流して、 疲れを癒すことができます。

【ケッズスポーツマッサージ神田小川町】

たった 30 分歩くだけで 2 時間分の運動効果！

標高 1500 ～ 3000m 程の高地における低酸素下でトレーニングを行い、 その適応反応で

身体を活性化させるトレーニング方法です。 【ケッズ鍼灸院 ・ 接骨院すみだ】

岩盤温熱療法

長湯温泉重炭酸シャワー

酸素カプセル

酸素カプセルは、 カプセル内の気圧を上昇させた状態で一定時間過ごすことにより、 通

常より多くの酸素をからだに取り込むことができます。 疲労や怪我の早期回復に効果的

です。 【ケッズ鍼灸接骨院高田馬場】

高地トレーニング



入社前にパスポートを取得しておくと

チャンスをつかむことができます。

トレーナー活動

海外出張は２０１９年２２ヵ国
◆　「世界で活躍するトレーナー」 がいます。

◆　オリンピックには 6 大会連続で派遣。

◆　オリンピック帯同経験者や、 オリンピック強化トレーナー

     経験者も多数在籍。

ブルガリア ・ チェコ ・ ドイツ ・ オーストラリア ・ アメリカ ・ ニュージーランド ・ 中国 ・ 韓国 ・ シンガポール ・ 香港 ・ イ

タリア ・ メキシコ ・ マレーシア ・ カナダ ・ トルコ ・ フランス ・ スペイン ・ スウェーデン ・ インドネシア ・ カタール ・ オー

ストリア ・ ノルウェー

　

※2020 年は、 海外渡航自粛のため 2019 年の資料になります。

　オリンピック帯同歴



主な出張先

【陸上】
日本実業団陸上競技連合、 東日本実業団陸上競技連盟

< 実業団 >日本郵政（東京オリンピック代表２名）、天満屋（東京オリンピック代表１名）、

デンソー、 ユニクロ、 スターツ、 パナソニック、 積水化学、 シスメックス、 ユニバー

サルエンターテインメント、 トヨタ紡織、 日立物流、 日清食品、 大阪ガス、 NTN　他

< 大学 >名城大学 （全日本大学女子駅伝５連覇）、 城西大学、 玉川大学、 佛教大学、

東海大学、東洋大学、早稲田大学、明治大学、中央大学、東京国際大学、創価大学、

駿河台大学、 上武大学、 国学院大学、 専修大学

【卓球】
　　　　全日本男子チーム、　　　　全日本女子チーム

< 実業団 > 日本生命レッドエルフ、 十六銀行、 東京アート卓球部、 協和キリン卓球部

【バレーボール】
　　　　全日本男子チーム、　　　全日本男子ジュニア、 V リーグオールスター

<V１> 豊田合成、 トヨタ車体

< 学校 > 中央大学、 江戸川大学、 市立柏高校、 市立川越高校

【ボブスレー】
　　　　全日本チーム

【トライアスロン】
　　　全日本チーム、 チームケンズ

アーティストのサポートが急増中！
トップアスリートだけではなく、 アーティス

トの舞台や公演にも帯同します。

年間 ９０ チームをサポートしています！

箱根駅伝
上位常連校

【バスケットボール】
アイシン

【フットサル】
フウガドールすみだ

【野球】
プロ野球選手

【ソフトボール】
戸田中央総合病院メディックス

ＮＥＷ！
東京オリンピック ５名帯同！



●国際試合　　　　　  　●強化合宿　

●高地トレーニング　　●ワールドリーグ　

●コンサートやライブツアーの帯同など・・・

トレーナー活動

「出張」　と言っても何をするの？

帯同中は選手と一緒に食事

をとります

合宿中は同じホテルに宿泊。
自身の部屋をトレーナールーム
にして、 選手のコンディショニン
グ調整を行います



アイシング

練習のサポート

ストレッチ ・ トレーニング指導

テーピング



ボブスレー全日本チーム、東洋大学陸上競技部に帯同。





トレーナーに聞く！

新入社員のための研修。 多くの患者様 ・選手を治療してき

た経験豊富なスタッフが、 スポーツマッサージを丁寧に教え

ます。 毎日、 実技練習の時間をとるので、 しっかりと身につ

きます。

その他にも、座学 （社会人として、治療家として必要なこと）、

物理療法、 治療院シミュレーション、 救急救命法、 トレーナー

現場見学など多岐に渡ります。

研修を通じて、 同期とのチームワークが固まります。

ケッズトレーナーの施術はスポーツマッサージであることにこだわっています。

アスリートは練習や試合で筋肉を酷使しています。現在も代表の大竹をはじめ

多くのトレーナーがアスリートたちの海外遠征などに同行し、スポーツマッサー

ジを行っています。

一般の方々も、パソコン作業やストレスなどで筋肉や神経の疲労を蓄積させて

います。

スポーツマッサージはこのような方々にも効果的です。

こだわりはスポーツマッサージであること

ケッズトレーナーの新入社員研修

研修システムがしっかりとしているので、 未経験者でも大丈夫！

チームワークを高めるために！

チームビルディングとして、 様々な事にチャレンジしています！

ケンズカップではたくさんの方に

マッサージをしました。

登山研修では、 みんなで声を掛け合い

協力しながらチームワークを高めます。

活発なディスカッションを取り入れています！



手技の研修の他に

問診の仕方 ・ ベッドメイク

の仕方なども学びます

入社後の流れ

３ヵ月間で全身のマッサージを学びます。

入社後の流れをチェック！

４月１日  入社式　　　　　

４月２日～３ヵ月間　新入社員研修

６月　シミュレーション　　　　

６月３０日　代表面談　　　

【物理療法研修】

治療機器メーカーの方をお招きし、 効果的な

使用方法を学びます。

先輩スタッフが、 部位別に丁寧に指導します。

スタッフが患者様役となり、 治療を行います。

座学やマッサージを中心に練習を行います。






