
「新規集客&リピート率アップ」に必要な３つの力
「マインド・ノウハウ・スキル」をzoomで学べる！ 
 
３月11日と25日開催！ 
「新規集客・リピート率アップコース」 

 
「お客様に売り込まなくても新規が集まり、リピート率もアッ
プする秘密・・・？」  
 
私も意識していなかったのですが、 
「梶田先生の整体院って、新規集客やリピート率が高いですが、何か秘
訣ありますか？」 
ということをある整骨院の先生から言われたことから始まります。　 



 自分で、新規集客の方法やリピート法などについて研究し始めまし
た。 
そして、自然にやってきたことを、解析していくことで、体系化できて
きました。 
  
このオリジナルの新規集客の方法やリピート率アップの秘訣である 
「コミュニケーションとマーケティング」が学べるコースです。 
  
コミュニケーションとマーケティングはお金を生み出す力です 

なぜマーケティングとコミュニケーションができると、 
お金が生み出せるのか？ 

それは、何度もお伝えしていますが、売り込まなくても自然と集客でき
て、リピート率がアップしてしまうからです。 

いい施術をしたら新規も増えリピートも上がる、という時代も 
たしかにありました。 

でも、今は違います。 
いい施術、いいメニュー、いいコースをつくっても 
＜正しく価値が伝わらなければ＞集客できないし、リピート率もアップ
しないのです。 
難しい時代ですね。 

でも、マーケティングとコミュニケーションを学べば 
お客様がどんどん集まり、リピートするようになります。 

このコースは、新規を集める、リピート率アップする力をつけるのでは
なく 
あなたの「マーケティングとコミュニケーション」の力をつけるものな
のです。 



なぜ、売り上げが上がらないのか？ 

「いい施術を提供しても売り上げが上がらない」 
「誰にも負けない技術や知識を持っているのに」 
「通院３回くらいで来なくなってしまう患者さんの心理がわからない」
「割引やクーポンなどの値引きをしているのに人が来ない」 
 
と、思ったことはありませんか？ 
「私の施術は本当に求めている人がいるんだろうか？」 
と、 
落ち込んだことはありませんか？ 

安心してください。 

あなたの施術が悪いわけではありません、あなたの伝え方がよくないだ
けなのです。 

私の周りにも、 
施術はとてもいいのにマーケティングとコミュニケーションが良くない
ばかりに 
売り上げが上がらない先生が数え切れないくらいいるのです。 



実は私も開業して3年間は集客・リピートがうまくいかずに赤
字でした・・・ 

今でこそ、このコースの内容をお伝えして 
多くの方々がそれによって売上を創っているのですが 
私も最初は売れませんでした。 

なぜならば「売り込み」ばかりしていたからです。 

大学卒業後、地方公務員として８年間働いた後に「整体で独立しよう」
と決意して、整体専門学校に2年通いました。 
 
そして、「施術」が良ければ売れ上げが上がると思っていたので、専門
学校にいきながら、同時に様々なテクニック講習会やセミナーにも参加
していました。 
 
そして、整体専門学校卒業後すぐに開業してしまったので、どこかの院
で働いた経験はありません。 

そんな私でも、集客とリピートが自然と上手くいくようになったので
す。 

内容は決して難しいものはありません。 

あなたらしい集客法、リピート率アップの方法が習得できるのです。 

さらに、私が今まで明かすことのなかった、 
＜秘密のトレーニング＞もあなただけに教えますね。 



 
さて、今回の新規集客リピート率アップコースでは5つのメリットが
あります。 

１，売らずに自然と売り上げが上がる力が身につく 
２．これからの時代にあったスキルが身につく 
３，自分らしいリピート方法が身につく 
４，自然な集客のステップと実践方法が身につく 
５，あなたのお客様がどんどん増えます。 

このコースは、zoomを使ったオンラインで行いますので【場所】を選
びません。 

世界中どこでも学びたい場所で受講可能です。 

●コース内容 
大きく分けて４つの項目をお伝えしていきます。 



①「治療院・サロン経営」大切な９のポイント 
私の書いた電子書籍「整体院を開業する前に知りたかった「２１の秘
密」から、治療院やサロン経営で最も大切なポイントを９つに絞って、
お伝えします。 
実際に皆さんにもホームワークをして頂きながら、全体をつかんでいた
だきます。 

②コンセプト作成 
ＨＰやチラシ作成、院内の掲示物やメニューの構成などに欠かせない
「３C分析」「USP」「ターゲット」「メッセージ」「メディア活用」
などについて解説し、ここでも実際に皆さんにもホームワークをして頂
き、自分の店舗のコンセプトを明確にしていきます。 

③「リピート率をUPさせる初回（診）時のアプローチのツボとコツ」 
 
はじめていらっしゃるお客様（患者様）は、緊張して来院されていま
す。「どんなことするんだろう？」 
「どんな先生なんだろう？」 
「ここで良くなるのかな～？」 
「ここを選んで良かったのかな？」など、不安と期待が入り混じってい
るんです。 
そのような患者様の心をぎゅっと掴むためのツボとコツについて解説し
ていきます。 

④「心理学」を使ったコミュニケーション法 
 
私が活用している「心理学」をベースにしたコミニュケーション法につ
いて解説します。 
併せて、生年月日から、好きなこと、嫌いなこと、行動意志のパターン、
得意分野、響く言葉などがわかる「個性心理（動物占う）」を活用した
コミュニケーションもご紹介します。 



これは、１００万人以上のデータから分析し生年月日から導き出された
人間の意思決定傾向を体系化した学問。占いではなく統計学です。 
これらを学んで知って頂く事で、患者様との関係でだけでなく、スタッ
フや家族との人間関係にも応用できるますのでぜひご活用ください。 

●今回限定ービス 
「１ヶ月間無制限コンサルティング」 

マーケティングやコミュニケーションのことであれば 
1ヶ月間無制限であなたの質問に答えます。 

これは、LINEグループでのオープンな場で行いますので 
自分が質問しなくても、他の方々の質疑応答も見ることができるので 
とても参考になります。 

本当に、何度でもきいていただいて構いません。 
わからないところを、すぐに聞けるのが、今回の特典でもあります。 

また、このLINEグループで仲間とのつながりと磨き合う場が持てるの
で、一緒にマーケティングやコミュニケーションについて学ぶ仲間がで
きるだけはなく、 
お互い情報を交換しあう場としても活用できます。 

自分の店舗以外のことを知ることで、より学びが進み、力が増していき
ます。 

このように、 
相互に切磋琢磨できることが今回みんなで一緒にやる価値です。 

～～ 



【ここからよくある質問】 

よくある質問 
Q.どのような形で参加、受講するのですか？ 
　地方に住んでいるので東京などにはいけないのですが・・・ 
A.今回のサービスは「どこでも」受講したり、相談できるように 
　あなたのインターネット環境があれば、受講できます。 
　今すぐ聞きたいことを、直接相談できたりします。 
　場所を問わず、あなたのライフスタイルに合わせて受講が可能です。 

Q.本当に何度でもコンサルティングしていただけるのでしょうか？ 
A.もちろんです。 
受講後1ヶ月間は何度でもコンサルティングを行います。 
お返事は少し時間がかかりますが何度でもどうぞ 
 

Q.今は院でスタッフとして働いています。将来、独立するために今から
準備しようと考えています。 
こんな私が学んでも役に立つでしょうか？ 
A.もちろんどうぞ！今の院をやめる前にするべきことがたくさんありま
す。 
　特にマーケティングやコミュニケーションは一生使える力ですので、
今すぐにでも身につけたほうがいいです。 
それらをしないうちにやめないでくださいね笑  
準備は早いほうがいいので受講はウェルカムです。 

Q.活用できるかどうか不安なのですが？ 
A.丁寧にわかりやすく指導しますし、受講後はLINEグループでしっか
りとサポートしますので、ご安心ください。 
 
また、なかなか1人でやると難しいですが、このコース私もサポートし
ますし、同じ学びの受講生もいらっしゃいますので、安心して受講して



ください。 

Q.本当に成果が出ますか？ 
A.YESでもあり、NOでもあります。このプログラムに取り組むことで
成果は出ます。 
　これに申し込むだけでは、成果は出ませんが、取り組むことによって
成果がでることでしょう。 

Q.とにかく売上がほしいです、受講してもいいですか？ 
A.申し訳ございません。利益だけを求めているビジネスをされている方
は、ご遠慮願います。　ナチュラルじゃないので。 

Q.分割払いは可能ですか？ 
A.カード払い（PayPal）を基本的に推奨しています。 
　分割をお望みの方は、事務局までご相談ください。 

Q.直接会ってコンサルティングしてもらうことはできますか？ 
A.今回のサービスには含まれていませんが、このサービスを申し込むこ
とによって、 
　直接コンサルのオプションメニューが申し込めます。 



【特典その１】 
「カウンセリングシート」と「問診表」プレゼント 
 
私が実際に現場で使用している「ライフ快療院」の「カウンセリング
シート」と「問診表」のデータです。 
 
開業してから19年間、ずっと修正を重ねてきたものですので、きっと皆
様のお役に立てると思います。 
 
 
【特典その2】 
電子書籍　整体院を開業する前に知りたかった「21」の秘密　プレゼ
ント 
 
この本は、これから整体院を開業しようと思っている方、開業していて
も、なかなか結果がでないと悩んでいる先生へ、私の経験を元に『開業
前に知っておきたかった』ことをまとめたものです。 

私は、公務員を経て2002年１月18日に埼玉県さいたま市で、骨盤矯正
専門の整体院を開業しました。 
今では多くのお客様にご来院いただいております。 



併せて、私が主宰する「かじた式骨盤スクール」には全国の整骨院や整
体院の先生や、エステサロンのエステティシャンの方などに受講してい
ただいています。 

しかし、開業してからの3年位は、本当に大変でした。 
毎日毎日、売上(お金)の事ばかり考えていました。様々な研修に参加し
たり、本を読んだりしていましたが、思うように結果が出ずに毎日悩ん
でいました。 

今となって見れば、開業当初の私に何が足りなかったのかわかります。 
一言で言うならば、全てにおいて「事前対応」が出来ていなかったの
で、上手くいかなかったのだと思います。 

そこで、私の経験が、これから開業する方や、開業していても、当初の
私のようになかなか結果がでないと悩んでいる先生などに、少しでも参
考になればと思いまとめたのがこの本です。 
ぜひ、参考にしてください。 

【特典その3】 
かじた式骨盤整体スクール全コース10%割引 

マーケティングやコミュニケーションだけでなく、施術方法も学びた
い！という方のために、かじた式骨盤整体スクール全コース10%割引 
にいたします。 
 
せっかく集客やリピート率アップの方法を学んだので、施術のテクニッ
クもランクアップして、売上を上げて欲しい、というのが、心からの願
いです。 

この特典を受け取るかどうかは、自由に選べますので、興味がある方は
ぜひ、受け取ってくださいね。 



 

気になるコースの費用ですが… 

さて、ここで質問です。 
あなたがマーケティングとコミュニケーションスキルを学び、身につけ
たら 
一生涯でいくら位の売上をあげられると思いますか？ 

数十万？ 
数百万？ 
数千万？？ 

どんな商品でも、どんな価格のものでも 
この力を身につけることで、 
自然と売れるようになっていきます。 

実際の私の実績としては 



それまでの売上の軽く５倍を超えています。 

このマーケティングとコミュニケーションのスキルは 
ブームに左右されるものではないのでどんな時代でも活用できるもので
す。 

そう考えた時に、仮に100万円でその力を身につけることができたとし
ても高くはないと思います。 

とはいえ、 
100万円だしてください、といっても 
「はい、わかりました！」 
と言える人は、そう多くはないと思います。 

そこで、365日で割ると1日たった180円程度、そんな値段にしまし
た。 

今回は7万円を切る値段。 

66,000円（税込）としました。 

もちろん、誰にでも受けてほしいわけではなく、本気の方に、受けて欲
しいです。 

そう考えた時、この費用が、あっという間に元が取れることを 
想像できると思います。 



最後に。 

このコース主催者の梶田　了です。 

このページを最後までお読みいただき、本当に、ありがとうございま
す。 

実は、新規集客リピート率アップコースは、ずっとずっとしたかったこ
とでもあります。 

でも、なかなかできませんでした。 

このきっかけをつくってくれたのは 
「マーケティングやコミュニケーションのことをもっと知りたい！」 
と、思ってくれた、あなたのおかげです。 

求めてくれる人がいるからこそ、私が役に立てることがあります。 

1人でも求めてくれる人がいれば、全力で、全エネルギーをかけて 
お届けしたいと思います。 
 



整骨院や治療院、サロンをされている先生方の中には、 
保険診療から自費診療に移行したい、 
集客やリピートがよくわからない、 
自費治療の問診にあまり自信がない、 
必要な施術を患者さん理解してもらえない 
という悩みを持っている先生方が多いようです。 
 
私も開業当初は本当に経営が苦しかったので、毎日、売上の事、集客の
事ばかりを考えていました。 
 
 なかなか、売り上げが上がらないので、一緒にやっていた先生に対し
も、イライラして当たっていました。 
 
 今、考えるとマーケティングやコミュニケーションの知識もなく、
「開業する」ということだけが目的だったので、売り上げも上がらな
かったのだと思います。 
 
一言で言うならば、「事前対応」が出来ていなかったので、上手くいか
なかったのだと思います。 
 
紆余曲折あり、様々な経験と学びを経て、現在は、Googleで「南浦和　
整体」で検索すると「２３店舗」（南浦和駅から徒歩１０分圏内）の中
でも、一位に表示されていています。 
 
このような私の経験や知識が皆様にとって皆様の院やサロンの何かお役
に立てればと思い、今回、この講座を企画しました。 
 
そして、この講座を受け、1年後には、 
「この講座をうけて売上が倍になりました！」 
そんな話を一緒にできることを楽しみにしています。 
 
一般社団法人日本骨盤矯正普及協会認定校かじた式骨盤整体スクール 



代表　梶田　了 

コース詳細 

新規集客・リピート率アップコース（zoomを使ったオンライン講座） 

開催日：3月11日（木）・25日（木） 
時　間：14時～17時（3時間✖ 2回）　合計6時間 
受講料：66,000円 
　※価格は税込み。受講料には、資料代も含まれます。 

◯学べる知識と技術内容 
・「保険を使わない治療院経営」で成功するための9つのポイント 
・「保険診療中心」から「自由診療」に移行するための3つのポイント 
・「心理学」をベースとした患者様とのコミュニケーション法 
・リピート率をUPさせる初回(診)時のアプローチの「ツボとコツ」 
・USP、ターゲット、メッセージを明確にする 
・生年月日から導き出されるその方の個性心理を応用した言葉がけの方
法　 

◯受講対象者 
・新規集客やリピートが悩み 
・初診のカウンセリングに自信がない 
・患者様に自費の内容を理解してもらえない 
・5回目以降の来院率が低い 
・スタッフが自費メニューを提案できない 

◯受講した先生方から頂いた感想をご紹介します。 
・問診、検査、カウンセリングの初診の重要性を再確認した。 



・患者様との接し方、コミュニケーション法、リピート率を上げるため
には何をすれば良いのかわかりました。今後すぐに活かせる内容でし
た。 
・様々な情報内容大変勉強になりました。また機会があればよろしくお
願いいたします。 
・ちゃんと考え方を教えてもらえたので自分の方向が決められると思う
ので受講して良かったです。 
・患者様の予約に導くトークを変えるだけでこんなにもリポートが変わ
ることに驚きました。 
 
お申し込み先 
かじた式骨盤整体スクールHP→https://kajitaryo.com/service/ 
フリーダイヤル：0120-428-099 
メール：info@life-k.jp 

https://kajitaryo.com/service/

