
 

 

講師：超　癒しストレッチセラピスト　岡村　柚未子 

魂から紐解くことで10年来の慢性疲労から卒業できる 
超　癒ストレッチ

５０代のカラダたるみ 
セルフケアプログラム 
ひめトレマスター講座



 

 

こんなお悩みはありませんか？

食事制限や運動ができない！ 

若い頃と違い、何をやっても効果が出ない！ 

鏡に映る自分を見たくない！

　　　  ✅ウエストが隠れる洋服しか着れない　　 
　 
　　   ✅お尻の位置が下がってきた、お尻が四角くなった 

　　　✅二の腕、バストのたるみが気になる 

　　　✅パンツスタイルが似合わない 
　　　 
　　　✅写真に写った自分をを見るのが嫌 

　　　✅骨盤の歪みや姿勢が気になる 

　　　✅自分に自信がない 



体型が崩れたままの身体をあきらめてしまうとどうなるのでしょう
か？ 

✅どんどん代謝が悪くなりおばさん体型が加速される 

✅着たい服が着れなくなりおしゃれをしなくなる 

✅女性としての自信がなくなり若い人を羨ましく思ってしまう 

✅鏡を見るたびに自分のことがどんどん嫌になる 

✅肩こりや腰痛、膝痛、股関節痛、尿もれなどを起こしやすくなる 

✅パートナーや周囲に愛されていないと思ってしまう 

✅ダイエット食品や補正下着や使わない運動器具など買ってしまう
ダイエット通販ジプシーを繰り返す 

鏡に映る自分の姿を醜く感じ、ストレスを感じ、自己否定を繰り返
し、その気持ちを埋めるためにまた、食べてしまう、、、 
というループから抜け出せなくなってしまうのです。 



５０代が絶対やってはいけないダイエットとは 

ランニング・ウォーキング 

運動が苦手な人はウォーキングをされている人は多いのではないで
しょうか？ 

ウォーキング、ランニングなどの有酸素運動は、脂肪も落ちるので
すが、筋肉も落としてしまいます。 

筋肉が落ちると基礎代謝（何もしなくても消費するエネルギー）が
下がります。 

基礎代謝が下がると筋肉が落ちてしまい、余計に太りやすい体質に
なり、運動をやめてしまうとリバウンドしてしまいます。 

また、筋肉が落ちている状態でのウォーキングやランニングなど
は、膝や腰に負担がかかって痛めてしまうのです。 

ウォーキングもランニングも、ストレッチと筋肉トレーニングを 
行ったうえでやることで健康になれるのです。 



腹筋 

お腹を凹ませるために腹筋をしてもお腹は凹みません。 
なぜなら、５０代が体型の崩れを整えるために、シックスパックは
それほど重要ではないからです。 

大切なのは骨盤から繋がっているインナーマッスルから整えるこ
と。 

効果を感じられない上に、ただしんどい腹筋は意味がないのです。 
また、腹筋は正しい方法で行わないと、腰痛を悪化させることにつ
ながります。 

スタジオ（グループレッスン）や自己流ヨガ 

中年になるとヨガを行う人も多いのですが、ヨガは体が硬い人には 
難しいポーズがあったり、正しくポーズを取らないと体を整え代謝の
良い体作りをするのは難しいのです。 

見よう見まねのポーズで体を痛めてしまう人が多いのです。 
スタジオなどのグループレッスンで正しくポーズを取れているかどう
かわからないまま効果を得るためのヨガを行うのは難しいのです。 

有酸素運動もヨガもストレス解消にはなりますが５０代が根本的に
体型を整える原因を解消できる方法にはならず、自己流で行うこと



で体を痛めてしまったり、効果を感じられず続かないとなってしま
う可能性が大きいです。 

自己流の食事制限 

我流で食事制限を行うと栄養が偏ってしまいます。 
ただ、カロリーを減らすだけではなく、たんぱく質やカルシウム、ビ
タミン、食物繊維をバランスよく摂ることはとても大切です。 

５０代はたんぱく質を取れていない人がとても多いのです。 
たんぱく質は筋肉を作ったり髪や皮膚の再生にも必要な栄養素。 
たんぱく質が足りないと、太りやすく老化も早まります。 
また、栄養が偏ると骨粗鬆症にもなりやすくなるので、自己流の食
事制限は危険です。 
食事制限はリバウンドにつながりかねません。 

食事だけでダイエットしようとするのはそもそも間違いです。 

５０代の体型の崩れのや取れない脂肪の原因は 

筋力の低下からくる骨盤の歪み 



が原因にあります！ 
４０代から徐々に減少する女性ホルモンが５０代の更年期になると
加速して減少します。 

 

若いころは少しの食事制限や少しの運動で引き締めることができた
のに、年々少しの努力では変わらない体になってしまう、それが５
０代の身体です。 

運動もヨガも食事制限も効果がない・・・ 
では、どうしたら良いの？ 
他に方法はあるの？ 



あります！ 

そんなお悩みを解決できるのが、 
 

このセルフケアプログラムをマスターすることで、 

✅筋調整ができて全身のバランスが整う 

✅骨盤、姿勢が整い体型の崩れが解消される 

✅バストアップ、ヒップアップする 

✅ホルモンバランスが整い代謝が良くなる 

✅肩こりなどの痛みや不調が楽になる 

５０代のカラダたるみ 
セルフケアプログラム 
ひめトレマスター講座



✅１０歳若返り同年代よりも若く見られる 

✅自律神経が整い健康な更年期を過ごせる 

といった恩恵を受けることができるプログラムです。 

「５０代のカラダたるみセルフケアプログラム」は、体型の崩れの
改善を目指すと同時に、不調改善、骨盤の歪み改善、姿勢改善も同
時進行できるプログラムです。 

私は講座の講師を務める、超　癒しストレッチセラピストの岡村柚
未子と申します。 

私は現在に至るまで、機能改善ストレッチやヨガ、瞑想などボディ
ワークの手法を使い、心身の不調を抱える女性に体を動かしながら
潜在意識の書き換えをし、本来のパワーと美しさを引き出し自分ら
しく幸せに心身ともに健康になれるお手伝いをしてきました。 



「５０代のカラダたるみセルフケアプログラム」 
開発者 

超 癒しストレッチセラピスト 

岡村　柚未子 
おかむら 　 ゆ み こ

子供の頃から肥満気味で思春期までぽっちゃり体型でいした。 
子供の頃からの肩こりを抱えていつも母親にいつも「姿勢が悪い」
と言われていました。 

２０歳頃、少し痩せたのですが、就職すると外食や不規則な生活に
もともと太りやすい体質もあり、また太り出しました。 
太ると同時にアレルギー性鼻炎や肩こりや腰痛などの不調の症状も
強くなりました。 

３０代前半くらいまでは、食事の量を減らしたり間食を我慢すると
体重が落ちたのですが、３６歳の2人目出産後は何をしても体重が落
ちなくなり、水を飲んでも太ってしまう自分が嫌でしょうがありま
せんでした。 
バストは垂れて、お腹、腰回りの張りもなくなり、まさに「体型の
崩れ」を感じました。 

2人目出産後の私（当時３６歳） 



体型を隠すために、補正下着はないかと通販番組を見ては購入して
いました。 

女性としても自信もなくなり、自己肯定感もどんどん下がっていつ
もイライライしていました。 

「このままではダメだ！」と４０歳でスポーツクラブに通うように
なり筋トレや有酸素運動を行いながら食事制限をして夜は食べな
い、などをしばらく続けると、身体は引き締まってきましたが・・・ 
気をぬくとすぐに太ってしまうので、「運動をしなくては」「食べ
てはいけない」と1日中考えていることにひどくストレスを感じてい
ました。 

相変わらず、肩こりや坐骨神経痛を抱えて自律神経も乱れ、いつもし
んどい生活を続けていました。 



４４歳で身体を整える、ひめトレやボールを使った使ったストレッ
チのエクササイズに出会い、毎日続けていると、重度の肩こりや坐
骨神経痛の痛みがなくなり、自律神経が整い体調が良くなりまし
た。 

同時にストイックに運動や食事制限をしなくても、骨盤が整い姿勢
が綺麗になったのでバストやヒップは上がり 
「いつも姿勢が綺麗」と言われるようになりました。 

瞑想や心のことを学び、自分への自己愛が高まると、ただ、体重を
落とすだけに必死になるような運動をすることはなくなり、自分自
身の身体を慈しみ大切するようになりました。 

どれだけ体重を落としても「まだ足りない」「もっと痩せなくて」 
と思ってしまったり自分を人と比べて「まだダメだ」と思っていた
私が心身ともに整い自分自身に満足ができるようになったのです。 

2016年に「セルフケアプログラム」を開発。 
1000人以上の産後ママ、クライアントのパーソナルレッスンの声か
ら生まれた「５０代のカラダたるみセルフケアプログラム」を編み
出したのです。 

「５０代のカラダたるみセルフケアプログラム」とは何か？ 



５０代に絶対必要なのは「整えること」 
「整える」とは筋肉や関節の痛みを取り除き、正しく動かせるよう
になることです。 

身体を整えるとこのような恩恵があるのです。 

✅身体の可動域が広がり日常生活の動きだけで代謝がアッ
プする 

✅痛みが改善されるので動きに制限がなくなりカロリー消
費しやすく痩せやすい体質になる 

✅姿勢が整い胸が開くと呼吸が深まり取り込める酸素量が
増えるので脂肪燃焼しやすくなる。 

✅排便機能も改善され、便秘解消されデトックス効果が高
まる 

「５０代のカラダたるみセルフケアプログラム」は、「整える」こと
を重視したプログラム。 



「整える」とは関節や筋肉がスムーズに動けること、姿勢が綺麗で
あること、痛みがない体のことです。 

５０代からは「痩せる」のではなく、全体の均整がとれていること
が必要です。 
そして、健康でなければならいということ。 
脂肪と筋肉のバランスがとれていれば、痩せる必要はなく綺麗にな
れるのです。 
健康な身体作りをすることが、整った綺麗な身体作りに繋がりま
す。 

そして、「心」を整えること。 

なぜ、ダイエットできないのか？痩せないのか？ 

それは、基準が他者にあるからです。 
モデルや女優を目指したり、誰かに褒めてもらうことを目標にして
いると、どれだけ痩せても一生満足することはできません。 

自分の体の個性を知り、自分の体と仲良くなることが美しくなるた
めの大切な方法です。 

心のあり方を学びながら自分の身体を慈しみ人と比べないマインド
作りをしていきます。 
ダイエットという概念ではなく、心身を整え美しくなるためのプロ
グラムなのです。 
 



「セルフケアプログラム」を実践されたお客様のお声です。 

ほんの 5 分程度だけ家でメソッドを実践して、「これ程
までに変わるか！！」を体感できたの はすごかったで
す。 



私のためだけに色々と考えて準備してくれてビフォーアフターの写真
も毎回撮影して自分の身体の変 化を見せてくれるからモチベーション
もあがり家でコツコツできない私がメソッドを毎日でき たのはすごい
ことです。 
 
腰痛、肩こり、膝痛、を感じなくなったのと、この 1 年一度もダウン
していません！！  
おかげで、体は締まり バストアップとお腹周りや背中がすっきりしま



したし一年間、体調不良なし、 風邪ひきなし肩こり、腰痛、膝痛がい
つのまにかなくなって健康に過ごせました。  

（MC、講師　相葉恭子さん） 

まるでガチガチの鎧が脱げたみたいに体がとっても軽く感
じて驚き、すごく嬉しく なりました。 
 



講座ではセルフケアを一人でも続けていけるためのモチベーション
の保ち方やこの動きはどこに効 くのかや、女性の体の変化、筋肉の
しくみについてなど、いろんな角度からサポートがありレッスンに 
行くたびに、また頑張ろうという気持ちになりました。 

体の不調やダイエットを楽して良くしたい、痩せたいと思うのが人間
で、マッサージとか「寝転がるだけ」とか夢のような方法に飛びつ
きたくなりますが、自分の体は自分にしかわからず長年の癖や習慣
から出た不調は１回のマッサージや整体で一発解消！とはなりませ
ん・・・ 
  
まず、自分の体を知り、自分のどういう生活が不調を生んでいるの
か自分を見つめ直す機会になりました。

マッサージに行けばすぐに改善するかもしれませんが、毎日の少しの
ストレッチで自分で治せた!とい うのはすごく嬉しく、自信になりま
した。 
丁寧なビフォーアフター写真とコメントをみて自分では気づかないけ
どこんなに体がわってきてるん だ！と嬉しくなりました。 

人間ドックの結果で腹囲が昨年より４センチも減っていて10年前と変
わらないくらいになっていて驚きました！ 

（会社員　堀優子さん） 



身体の不調や痛みの原因がわかってきて、この不調や痛
みは何？という不安がなくなってきました。 

　　　　　　　　 

なんでも話やすく私の体の不調の原因などを見出してくださり、なり
たい私になれるメニューを考えてくださります。 

写真で細かい変化にも気づいてくださり、いつも誉め上手です。 



心と身体をつなげるメソッドの凄さを実感しています。柚未子さんと
ご縁があって本当に嬉しいです。 

膝痛や腰痛もなくなってきていて、春は毎年自律神経が不調になるの
ですが、今年は大丈夫です。 

（サービス業　COCOさん仮名） 



２週間に１度通っていたマッサージに行きたいと思わな
くなりました 

肩こりが激しく、疲れが出ると股関節が痛んでいたましたが、「肩が
こったな、、マッサージに行きたいな」という事が減りました。股関
節も調子が良くなりました！ 



夜も以前より良く眠れるようになりました。 

イライラと心配性がありましたが、普段かなり穏やかな自分が出てき
たと感じる事があり、かなり前向きになってきたと思います。 

姿勢が悪いのが気になっていましたが、初めて「姿勢がいいね」と人
に言われて驚いています！ 

（電気工事士　前中由希恵さん） 



半年前の私は、お腹が出て甘いものが好き、チョコレー
トが好き仕事でストレスがあるとチョコレートをたくさ
ん食べていました。 



半年前の私は、お腹が出て甘いものが好き、チョコレートが好き仕
事でストレスがあるとチョコレートをたくさん食べていました。 
  
岡村先生の講座に出会い、他にはない楽しさを知りました。 
  
そして、受講動機の６つのことが、少しずつ叶っています。 
  
運動が苦手な私が半年の間に最初は１５分からそして回を重ねるご
とに時間も少しずつ長くなり回を重ねるごとに時間も少しずつ長く
なり、多いときは５０分くらいできるようになりました。 
  
先日の人間ドックででは、今までコレステロールが高めだったの
に、 
  
「何も問題がありません。善玉菌がとても増えています。塩分を控え
ているか、野菜を多く摂取しているか、運動しているかですね。年
齢的に高めになる方が多いのに素晴らしい」 
  
とお医者さんに言ってもらえました。 
  
家でもできるメソッドができるようになったおかげです。 
これからも楽しみにしています。 
ありがとうございました＾＾ 

（書道講師　T.Fさん） 



身体を整えると不調が解消され、結果、体型の崩れが整ってく
る、 

それが、 

５０代カラダたるみ 

セルフケアプログラムなのです。 

 

 



このシンプルな３つのステップに従っているだけです。 

３つのステップに従うだけで、キツイ運動や辛い食事制限をする必
要はないのです。 

STEP1 
筋肉、関節を緩めてほぐす 

STEP2 
骨盤調整ストレッチで骨盤をニュートラルな状態に戻す 

STEP3 
女性らしい体のラインを作る。



「５０代カラダたるみセルフケアプログラム」は 

３つのメソッドで構成されています。 

＜５０代カラダたるみセルフケアプログラム３つのメソッド＞ 

①骨盤筋調整メソッド 

ストレッチやほぐし体操で、骨盤周辺の筋肉にアプローチをして歪
みを改善していきます。 

骨盤を整え、姿勢改善、肩こり改善、腰痛改善など、不調をとりの
ぞきます。 

 



②骨盤底筋若返りメソッド 

骨盤の底で子宮や内臓を支える筋肉、骨盤底筋をひめトレストレッ
チで整えていきます。 

骨盤や骨盤底筋を整えことで体全体のバランスが整うので代謝が
アップします。 

 

③インナーマッスルメソッド 



体型の崩れを整えるために必要なインナーマッスルのトレーニング
をすることで筋肉や脂肪をあるべきところへ戻し、全身のバランス
が整えます。 

短時間て効果が出やすい簡単なトレーニングなので自宅でも一人で
続けることができるのです。 

 



セルフケアプログラム受講され受講生さんのビフォーアフター 

姿勢が綺麗になりお腹周りもスッキリとなられました。 



こちらもお腹やお尻が引き締まり姿勢が綺麗になっています。 



骨盤が調整されて、下半身がすっきりと。バストアップもされていま
す。 

 



姿勢が綺麗になりバストアップされました。 

 



「５０代カラダたるみセルフケアプログラムひめトレマスター講
座」 

具体的な内容とは・・・ 

１、全３回のリアル講座４時間（大阪・東京） 

こちらがメインの内容になりますが、３ヶ月の講座では、全３回に
わたって「５０代カラダたるみセルフケアプログラムひめトレマス
ター講座」を実践するために必要な全てのノウハウをセミナーとい
う形で、岡村が直接お伝えしていきます。 

より専門的なノウハウをあなたの体内にインストールしていただき
ます。 

２、個別セッション１２０分（３回） 

次のレッスンまでにzoomを使ったフォローレッスンを開催。 

問題解決だけでなく、フォローも同時にできるのが、オンライン
セッションのメリットです。 

５０代のカラダたるみ 
セルフケアプログラム 
ひめトレマスター講座



オンラインセッションを活用しながら「尿漏れ改善セルフケアプロ
グラムひめトレマスター講座」をマスターしていきましょう。 

３、zoomグループセッション６０分（３回） 

質問や疑問など受講生同士の交流もできるセッションです。 

同じ悩みを共有したり、励まし応援し合えます。 

４、質問回答ビデオ&音声&回答一覧 

講座では思い浮かばなかった質問をいつでも受け付けます。 

受講生同士、情報を共有できるよう、ビデオや音声で回答。 

あなたが「５０代カラダたるみセルフケアプログラムひめトレマス
ター講座」を実践していく中で出ていくる質問や疑問にはお答えし
ていきたいと思います。講座中はわかったつもりでも、いざ、帰っ
て実践しようと思うとわからないことが出てくると思いますので、
そうした質問を集めて回答していきたいと思います。 

質問や疑問がない方も、他の方の質問を見ることで、また違った自
分の間違いに気づくことができます。 

６、Facebook・ LINEグループ 

・他のメンバーに情報交換と質問 

・相互支援 

・仲間同士で励まし応援する 



・自分だけではない、孤独感からの解放、仲間がいることで安心で
きるシステム 

情報交換し、悩み事を相談していく事で、問題を解決して行く姿を
見ることができます。 

そのような環境にいると、あなたも「私にもできる！」と思えるよ
うになるのです。頑張っている人と関わることは、確実にあたなの
成長に繋がります。 

７、テキスト、ツール（ボール、ひめトレ、ヨガマット）
のご用意 

「５０代カラダたるみセルフケアプログラムひめトレマスター講
座」の全てのノウハウが入っているテキスト、講座で使用するツール
を全てご用意しております。 

また、講座中のツール追加購入は一般価格よりお得に購入していた
だけます。 

８、３回のビフォーアフター写真をプレゼント（３回） 

リアル講座では色々な角度でビフォーアフター写真を撮り解説付き
でプレゼントします。 

客観的に自分を見ることができ、変化を目で見て確認できるので、
ストレッチを続けるモチベーションになります。 



まとめますと。 

１、全３回のリアル講座　４時間（大阪、東京） 

２、個別セッション120分（オンラインorリアル）（３回） 

３、グループセッション６０分（オンライン）（３回） 

４、質問受け付け・回答　期間中無制限 

５、Facebook・ LINEグループ 

６、テキスト、セルフケアツールのご用意と優待価格の提供 

７、ビフォーアフター写真３回分プレゼント 

以上をご用意させていただきました。 

この講座の全３回の詳細をお届けします。 

１ヶ月目 

■５０代からの心と体の整え方（講義） 

■骨盤チェック、身体機能チェック 

■ビフォーアフター写真チェック 

■ボールストレッチ、ひめトレ習得 



■自宅でのセルフケア指導 

■zoomフォローレッスン（２回） 

２ヶ月目 

■女性ホルモンと更年期（講義） 
■骨盤調整ストレッチを習得 

■ひめトレトレッチの習得 

■ビフォーアフター写真チェック 

■自宅でのセルフケア指導 

■zoomフォローレッスン（２回） 

３ヶ月目 

■女性に必要な筋肉トレーニングの習得 

■運動習慣を身につける 

■ビフォーアフター写真チェック 

■自宅でのセルフケア指導 

■zoomフォローレッスン（２回） 

この講座の魅力 



エクササイズを習得するだけではなく、女性の体についての体や骨
盤について学びながら正しい知識を身につけることができます。 

氾濫したネット情報から解放され、女性がいつまでも若々しく綺麗
で健康になるための情報を知ることができます。 

肩こり腰痛、自律神経の不調も同時に解消されていき、身体が変わ
ることで心の若返りと健康を得ることができます。 

体が変わることで自信が持てるようになり、メソッドを続けること
で安心を得ることができます。 

講座が終わっても歯磨きをするようにメソッドを自然に続けられる
ようになっているのです。 

成果が出る人と出ない人の違い 

この講座は私が長年の歳月経て学んだこと「機能改善ストレッチ」
「機能改善ヨガ」「ひめトレ」「全米ヨガアライアンス200」など
の講座に４００万円以上を費やした内容を３ヶ月でマスターしてい
ただく内容です。なので、簡単ではありません。しかしこの手法を
習得できれば、あなた人生はガラリと変わることができます。 

成果が出ない人は、決めたことを実践しない人、講座に入ればうま
くいくと思って依存している人、変わろうとしない人、言い訳をす
る人、楽をしたい人。これらの思考の人ははっきり言って、講座に
絶対参加しないでください。 



自分を変えようとせず、依存的である人はどんなに良いものでも成
果は出ません。 

本気で変わりたい、人生を変えたい、と思っている前向きで素直な
人だけに受けてほしい講座です。 

私はそんな人を全力でサポートさせていただきます。 

だからあなたが、全員で成長し幸せになるという考え方に共感でき
る人だけがこの「５０代カラダたるみセルフケアプログラム　ひめ
トレマスター講座」に参加してください。 

この「５０代カラダたるみセルフケアプログラム　ひめトレマス
ター講座」に参加する、しないはあなたの自由です。 

これは私が本気でサポートし３ヶ月間という中で一緒の空間を共有
して、私も全力で向き合っていきます。 

あなたが「５０代カラダたるみセルフケアプログラム　ひめトレマ
スター講座」をマスターすれば、尿漏れのセルフケアの一生のスキ
ルをマスターすることができるのです。 

「５０代」の悩みに特化したセルフケア講座は「５０代カラダたる
みセルフケアプログラム　ひめトレマスター講座」しかありませ
ん。 



気になる参加費は、、、 

期間・講座参加費について 

募集条件： 

『５０代カラダたるみセルフケアプログラム　ひめトレマスター講
座』 

期間：2020年　月～（開始月より３ヶ月） 

通常価格：298,000円（税込） 

特別価格：198,000円（税込） 

今回、この『５０代のカラダたるみセルフケアプログラム　ひめト
レマスター講座』の受講費は、298,000円（税込）ですが、今回の
ご案内、特別価格として198,000円（税込）で 

ご提供いたします。 

私と参加者全員はこの『５０代カラダたるみセルフケアプログラ
ム　ひめトレマスター講座』で健康で幸せになれる仲間だと思って
います。先生と生徒という関係ではなく、これから末長くお付き合
いしていきたいという想いがあり、この講座を作りました。 



今回参加されたあなたが、このスキルを身につけ、とても素晴らし
い変化を起こすことができれば、こんな嬉しいことはありません。 

そして、この『５０代カラダたるみセルフケアプログラム　ひめトレ
マスター講座』を一緒に盛り上げたり、苦楽を共にしていけたらと
思っています。 

 

通常価格：298,000円（税込） 

特別価格：198,000円（税込） 



特別価格でのご案内は【限定３日間】です。 

↓↓ 

　月　日（　）７：００より 

　月　日（　）２３：５０まで 

よくある質問をQ &Aでまとめました 

ご確認ください 

Q、返金保証はついていますか？ 

A、申し訳ありませんが、返金保証はついておりません。 

そのためにも、内容をしっかりとご覧いただき、納得した上でお申
し込み頂ければと思います。 

Q、セミナーは全日程でる必要がありますか？ 

A、必ずしも全日程に出なくても参加はできます。 

セミナーは全てオンラインビデオで撮影又は音声録画しますので、
欠席の場合もご都合の良い時間にご自宅で視聴可能です。 

使用した資料も送付いたいます。ただ実際に岡村に直接会うセミ
ナーの機会は貴重ですので、何とか予定を調整して、無理をしても
ご参加いただきたいと思います。 



Q、参加費ですが、総額である程度の値段になるのは仕方がないと
思いますが、何とか分割払いで無理なく参加できるようお願いでき
ないでしょうか？ 

A、今回は３つのお支払い方法を設けています。 

１、カード一括払い　 

２、銀行振込一括払い 

３、カード分割払い 

ですので、お支払いが厳しい場合は「カード分割払い」をご利用頂
ければと思います。ただ、どうしてもの場合は個別でご相談くださ
い。 

※受講費に「ひめトレ（2,970円税込）」の価格は含まれておりま
せん。 

大阪、京都会場は無料レンタルします。 

お申し込みで購入していただくこともできます。 

当日購入も可能です。 

※zoom受講の方 

あらかじめ「ひめトレ（2,970円税込）」を購入していただきます。 

ひめトレをお持ち方はそちらを使ってください。 



※１DAYレッスンはひめトレマスター講座の体験レッスンになりま
りますので、レッスン中の写真、動画撮影はご遠慮ください。 

※レッスンは尿漏れ改善をお約束するものではなく、骨盤底筋に
フォーカスした尿漏れ改善を目指すセルフケアプログラムです。 

＜会場について＞ 

■スタジオアッシュ梅田（大阪） 

大阪北区神山町１４ー３神山ビル３０２ 

■スタジオアッシュ京都（京都） 

京都市中京区 新京極通り四条上る中之町538-1 B1F 

※ご予約後、会場の空きを確認してから日程を調整します。 



■オンラインzoom受講 

畳１畳分のスペースとイスをご用意ください。 

zoomはパソコンまたはスマホを使って行います。 

zoom使い方はお知らせいたします。 


