
（もう治らないとあきらめかけているあなたへ）

あなたの首や肩のつらい痛みや不調は

なぜ治らないのか、分かりますか？

それは本当の原因まで

たどり着けていないからです。

真の原因がわかれば、9割の方は治せます。

なぜなら正しいアドバイスができるから。

的確な処方箋が出せるからです。

最後にもう一度だけチャレンジしてみませんか？

どこに行っても何をやっても誰に相談しても治らない

首や肩の不調でお悩みのあなたのために

『遠隔療法・スカイプ無料セッションのお知らせ』

（限定5名様 7月末まで）
※ 8月からは 60分以内 1万円（税抜）となります。

↓【お申し込みフォーム】↓
https://ws.formzu.net/fgen/S16522832/

30年もの治療院開業キャリアの中で

1万人以上の首や肩の悩みで苦しんでいる方を診てきた専門家が

今回特別に無料でセッションさせていただきます。



こんにちは。岡田宰治です。

私には長年あなたと同じような悩みを抱えて苦しんできた過去があります。

20歳、学生時代に同級生のカイロもどきの強引な整体で「むちうち」となり

頭痛や手のしびれ、首～背中の強ばりに悩まされた経験があります。

どこの病院、治療院に行っても治ることはありませんでした・・

良いということは何でもやりましたが治りませんでした・・

周りの誰に相談しても治すことはできませんでした。

しかし、せっかく治療師の道に入ったのだからと、あきらめませんでした。

そこで考え方を改めることにしたのです。

「誰も治してくれないのなら自分で治すしかない」

それから自分の首や肩、背中の不快な症状を治すために

数多くの治療法や健康法を学び、そして実践しました。

実際治るまでに1000万円以上の費用をつぎ込みました。

試行錯誤を繰り返しながらも

治らない真の理由と真の原因を解明しながら着実に回復していき

40代後半にして、じつに25年以上もかかって

すべての不快な症状がを消し去ることができました。

やっと克服することができたのです。

今ではすっかり、辛かった時のことは忘れてしまいましたが

回復途中から、いつかはこの経験を生かしたいと思うようになりました。

今までは治療を中心にアドバイスも添えるという形で生かしてきましたが

これだと限られたエリアの人だけが対象となってしまい

過去の私のような、本当に苦しんでいる人は助けられません。

きっと全国には、昔の私と同じような悩みを抱えている人もいるはず。

冒頭で言いましたように「治らないのは真の原因にたどり着けていないから」



これを見つけてあげられれば、よほど重傷なもの以外は治るはず。

そう考え今回ウェブリサーチを兼ねて電話でセッションをすることにしました。

このウェブリサーチを行う一番の意味は

「そんな悩みを持った方が本当に存在するのか」

という存在の有無です。

もし、そういう方が存在するのであればぜひ力になりたいと考えています。

「実際に来院して検査をして治療しないと治せないのでは」

とお考えの方もいらっしゃるでしょうがそんなことはありません。

逆に来院されても依存症タイプの人はなかなか治りません。

その理由ははじめから治ると思っていないからです。

「辛い時だけ治療で何とかしてもらおう」という感じで

とりあえず症状が軽くなったら満足されてしまうのです。

しかし、根本から治したいと願う方もいらっしゃるはずです。

どうしても直接治療しないと治せない重度の方も実際存在しますが

ほとんどの方はそうではありません。

その不調の原因がわかっていないだけなのです。

ではいったいどんな原因があるのでしょうか。

たとえば

・いつも当たり前になっている日常の座り姿勢が原因。

・パソコンの真正面に座れない環境で仕事していること。

・日常、車や自転車ばかり乗っていて一日2000歩も歩かないこと。

・10年前、家の階段から滑って落下した時に腰を強打したこと。

・取り越し苦労タイプでいつもくよくよ悩んでばかりいること

・冷えのぼせタイプで足は冷えるのに頭からは汗をかくこと。

・自転車の運転中に他車とぶつかり転倒したこと。



・整体やカイロの治療を受けてから首がおかしくなったこと。

・テニスやバレーなどスポーツをやると首や肩の調子が悪いこと。

・歯の治療後から首や肩が凝るようになったこと。

・テレビ体操をやると首肩こりが悪化すること。

こんなことが原因で首や肩の不調になることが実際にあります。

そしてそのほとんどは病院で検査しても異常なし。

先生に相談しても、まともに取りあっ合ってくれずに

たんなる「首こり肩こり」としてかたづけられてしまう。

このように「だれも本当の辛さを分かってくれない」ということに。

私の首肩や背中の痛みの辛さをいくら訴えても

だれも分かってくれなかったように

「あなたの辛さも誰も分かってくれないのではないでしょうか」

それは、考えてみれば当たり前のことなのです。

人間、だれでも見た目に明らかな変化がない限り

「自分で経験したこと」以外はよくわからないものなのです。

しかし、すべての物事には「原因と結果の法則」が働いています。

この首や肩の痛みや不調も例外ではありません。

私は自分の悩みを解消するために必死で学び・実践し・治療してきました。

過去1万人以上の首肩の悩みを抱える方との出会いを通じて

試行錯誤の結果ではありますが

ものすごく多くの気づきと学びを得ることができました。

それをまとめて連載したのがメルマガでありブログです。

もちろん、症状の軽い人は

「メルマガやブログを読んで実践しただけで治った」

という報告も数多く受けていますが



重症者や複合型の不調の場合はそう簡単にはいきません。

それは原因と対策がごちゃごちゃになるからです。

私のメルマガやブログも多くの人向けに書いていますので

「あなた独自の症状に対応できていないことは承知しています」

では「電話で何ができるのか」とお思いのことでしょう。

それが意外と電話でも治せてきたのです。

20年間も首肩の不調を研究し情報発信をしていると

海外在住の日本人の方や僻地の方などから

メールで「こんな症状があり困っています」

という相談を受けることがあります。

その貴重な経験の中で気づいたことは

「正しく症状をつかみ全体像を把握できれば原因が解る」

という治すためのポイントを発見したのです。

驚いたことに、そのほとんどの方は

冷やしたり温めたり、姿勢を変えたり、簡単な体操を処方しただけで

症状が消えてしまったのです。

もちろん、数回メールが行き来ことになったり

時には電話を使ってやりとりすることもありましたが

ほとんどはメールだけで一件落着すことができたのです。

それまでは、いまお読みくださっているあなたのように

「直接診て治療しないと良くなるはずがない」

と思っていましたが現実には大半の方は問題解決できました。

中には症状が重くて、すぐには治らない場合も当然ありますが

「原因が分かると、治すための道筋がハッキリし気持ちが変わります。」

症状は残っていても、イライラやくよくよが減り心が前向きに変化すると

「治るためのキッカケをつかんだ」ことは確かでしょう。



真剣に相談に乗っているとなぜだかわかりませんが

遠方の相談相手の姿が、まるで映像のように視えることがあります。

不思議と相手のことが手に取るようにわかり良い結果につながるのです。

「まるで天使が間に入って必要なことを伝えてくれているような感覚です」

日常の診療では過去の病歴や治療歴をお聴きしながら

20種類近くの徒手検査を駆使したり

顔色をはじめ、歩き方や姿勢の変化

関節、筋肉、気血水の流れなどの異常のチェックなど。

それらの情報を基に治療していますが

おかげさまで治療は目標のレベルまで到達することができ喜ばれています。

そう思った瞬間に、つぎのステージが見えてきたのです。

これが今回お知らせしている「遠隔療法セッション」です。

ただ、過去に多くの相談を受けたといっても

毎日のようにというほど多くはありませんし

実際に「自分で努力してでも治りたい」

と思われている方が多いのか少ないのかも分かりません。

そこで、この企画を考えついたというわけです。

これなら北海道から沖縄まで全国のみなさまと

海外在住の日本人の方まで困っている方に対応できます。

わたしは地域医療で簡単に治る人は

地域の先生に治してもらえばいいと考えています。

私の仕事はそれでは治らない人の支援です。

しかし、どこへ行っても何をやっても誰に相談しても

治らないで困っている人が存在するならば

遠隔療法、的確なアドバイスを通じて支援したいと考えています。

人類健康化の水先案内人 岡田宰治



このセッションはちまたで行われている遠隔療法の

「電話で気を送る」という類のものではありません。

健康になるためには他力だけではなく最低限の自力は必要です。

「治してもらおう」という依存心はほどぼとにして

「治るためには何でもやるぞ」という心がけが必要です。

私はあなたの苦しみ悩みが理解できアドバイスできますが

あなたの体を立て直すことができるのはあなた自身なのです。

ここまでお読みになって

「これをキッカケにするぞ」というやる気のあるあなたは

ぜひこの機会に遠隔療法・無料セッションをお申し込みください。

どこに行っても何をやっても誰に相談しても治らない

首や肩の不調でお悩みの方に

『遠隔療法・スカイプ無料セッションのお知らせ』

（限定5名様 7月末まで）
※ 8月からは 60分以内 1万円（税抜）となります。

↓【お申し込みフォーム】↓
https://ws.formzu.net/fgen/S16522832/

本セッションを受けることで

あなたにはどんなメリットがあるのでしょうか？

● 30年以上の治療家と健康指導のキャリアがあり

西洋医学や東洋医学、民間療法にも詳しい専門家なので

あなたが過去経験した治療や健康法のことも理解できます。

だからこそ、あなたの悩みを解決できます。



●たとえば、隣の患者様とあなたの首・肩の症状や原因は違います。

このセッションを通じてあなたの症状や悩みを聴き理解することで

あなたにピッタリの方法を提案することが可能になります。

●あなたは通院しなくても自分で治すことが可能です。

岡田は 1万症例以上の首・肩の症状で悩む方を診てきたうえに

数多くの治療法や民間療法、健康法の実際を知っていますので

あなただけにカスタマイズした処方箋を作ることができます。

●肩・頸こり以外の悩みの相談にも対応できます。

岡田は治療や健康の専門家であると同時にヒーラーでもありますので

ちょっと人前では話しにくい悩みにも対応できます。

通院しなくてもあなたの首や肩の悩みが治ったらうれしくないですか？

その場限りの場当たり的な対処法では解決しません。

治してもらうという依存的な姿勢だけでも解決しません。

この機会に「完全に治すぞ」とまず決意してください。

岡田は首・肩こり治療（1万症例超）の専門家です。

約 3000冊の関連書を読破し数十種のセミナーにも参加し

軽く 1000万円以上の資金を投じてきました。

また、自身も数百にもおよぶ数の治療＆健康法を体験してきました。

それをもとに、業界で評判の高い 3 種の療法を基にした「岡田式潤滑整

体」の開発。歩くだけで整体する「歩行整体」や 5 分で全身を引き締め

シェイプアップする「プレス体操」などの新健康法の開発や指導。

効果の高い健康法だけを厳選した「岡田式 77健康法」など。

常に現状に満足することなく日々進化し続けています。

健康水先案内人の岡田が行うのネットでの遠隔療法セッション。

8月からは 60分で 1万円（税抜）で行う予定ですが

今回はウェブリサーチを兼ねているので無料です。



ここまでお読み下さりありがとうございます。

あなたにとってメリットがあることはご理解いただけましたか。

今回は無料ですが、今後二度とこのようなことはいたしません。

あなたにとって支払いというリスクもなく施術で痛める不安もない。

メリットが大きい無料セッションとなっています。

この機会を今後の「健康人生作り」に役立てていただければ幸いです。

どこに行っても何をやっても誰に相談しても治らない

首や肩の不調でお悩みの方に

『遠隔療法・スカイプ無料セッションのお知らせ』

（限定5名様 7月末まで）
※ 8月からは 60分以内 1万円（税抜）となります。

↓【お申し込みフォーム】↓
https://ws.formzu.net/fgen/S16522832/

（よくある質問と回答例）

Ｑ．セッションとは何をするのでしょうか。

Ａ．あなたのお悩みやご希望をよく理解したうえでアドバイスします。

具体的には「何をすべき」で「何をすべきでないか」を明確にし

真の原因を発見し、それを解決するため必要な方法を助言します。

Ｑ．現在受けている治療や施術が正しいのかどうか

これからも続けた方がよいのかどうか迷っています。



Ａ．必要であればセッションに先立って事前メールをお送りしますので

それを参考にしながらセッションにて現状を把握しどうすべきかを模索

し体操や健康法との併用など第 3の道も含めたアドバイスをします。

Ｑ．現在の症状をなくすために、やってはダメなこと、

やった方が良いことが知りたいのですが。

Ａ．あなたの現状をよく把握したうえでのアドバイスが必要となります。

当日、よくお話を聞ききしたうえで判断してアドバイスします。

具体的な方法はセッション後に添付ファイルなどでお知らせします。

Ｑ．現在の症状をなくすためには

どんなサプリメントや食生活の見直しが必要ですか。

Ａ．現状をヒヤリングしたうえで 0から見直します。

一言でいえば不必要なものをやめ必要なものを摂取することが必要。

また、食生活はもとより生活全般についてもアドバイスが必要でしょう。

Ｑ．人に相談しにくい悩みの相談。

Ａ．心の悩み、心霊現象などであっても健康に関連していると考えられ

治るために必要であれば何でもお答えします。

（医療人なので守秘義務は徹底教育されており秘密はきちんと守ります）

Ｑ．現状を踏まえたうえで何をどのように行えば改善するのでしょうか。

Ａ．具体的に必要な体操や健康法、日常生活動作や姿勢、食生活や体内

時計の使い方など、改善のために必要なこと、やる順番などもアドバイ

スします。

●この遠隔療法・セッションはスカイプ｢ネット電話｣を使って行いま

す。（60分以内）



●より的確なアドバイスをするためには

事前に悩みの概要や病歴、治療歴などの情報。ふだんの姿勢や顔写真な

どデータ（添付ファイル）があればより精度が上がります。

ご希望の方は予診表をメールに添付しますのでお申し付けください。

（遠隔療法・利用者の感想）

1.阪本様 神奈川在住 40代男性

・悩みは『肩の痛みと手のしびれ』

（ご本人の感想）

「助かりました。近所に信頼できる治療院もなく

友人の紹介で行った処も場当たり的な対応で

的確なアドバイスも無くて困っていました。

どの姿勢が原因でそれをどう変えたらいいのか

治すためのストレッチと筋トレの方法も教えていただき

そのとおりやったら 1週間もしないうちに変化が出てきました。

2.中川様 北京在住 40代女性

・悩みは『首肩の痛みとめまい』

（ご本人の感想）

「姿勢の改善方法がわかりました。

ずっと姿勢が悪くて悩んでいました。

いろいろなマッサージや医院を試しましたが、

先生が一番わかりやすく

効果のある方法を教えていただきました。

おなかの下に力を入れる方法や、

立ち方や歩き方のアドバイスはすぐに実践できて、

普段使われていなかった



腹筋が使われているのがわかりました」

（事前連絡いただくとよりスムーズにいく情報）

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

・いつから症状が出たのか〈以下それぞれについて〉

・どこで何をしているときに痛みやしびれが出るのか

・一番つらいのはどんな時か

・自分では何が原因だと思うか

・すでに医療機関などにかかったか

〈かかった場合は各院について

診断と検査結果や治療内容受けた助言など〉

・薬や各種療法など自分で何か手を打ったか

〈その結果どうだったか〉

・遠隔療法でどんなアドバイスを期待しているか

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

ここまでお読みくださったあなたに感謝いたします。

どこに行っても何をやっても誰に相談しても治らない

首や肩の不調でお悩みの方に

『遠隔療法・スカイプ無料セッションのお知らせ』

（限定5名様 7月末まで）
※ 8月からは 60分以内 1万円（税抜）となります。

↓【お申し込みフォーム】↓
https://ws.formzu.net/fgen/S16522832/

この企画が終わりますと、これ以後は無料セッションを行う予定はあり

ません。この機会にぜひお申し込みください。

（セッション開始までの流れ）



１．まず専用フォームからお申し込みください。

必要な方には予診表（頭の中を整理するのに役立ちます）を

メール添付でお送りしますのでお申し出下さい。

２．遠隔療法・セッションの日時をメールで相談の上決定します。

（月～土・10時～ 21時、時間は最大 60分です。

最短 3日前から受け付けますので希望の日時を第三希望までお書きください。）

３．ご安心ください。今回は無料なので一銭もかかりません。

４．予約日時にスカイプにてセッションを行います。

当日はこちらからアクセスします。

長文にもかかわらず最後までお付き合いくださりありがとうございます。

健康水先案内人 岡田宰治

どこに行っても何をやっても誰に相談しても治らない

首や肩の不調でお悩みの方に

『遠隔療法・スカイプ無料セッションのお知らせ』

（限定5名様 7月末まで）
※ 8月からは 60分以内 1万円（税抜）となります。

↓【お申し込みフォーム】↓
https://ws.formzu.net/fgen/S16522832/


