


たくさんの人が、やりたいことをやる人生を送ることができますように！（セラピスト
じゃなくてもいい。セラピストになりたいのなら、セラピストになろう） 

　　　　　　　　　　　　　　　しあわせのあしつぼ®あらいあんす会長　梶原麻由 



プロローグ 
私は、21歳の時に膠原病という、当時の私には未知な恐怖の病気になりました。突然のこ
とで驚きと悲しみと…、もう人生終わった、これからどう生きていくのか…、と生きる希
望を失いました。 

それから数年…、いや、すみません、数十年…。人生ってこんなに素晴らしいのか！一
度きりの人生、みんなもっと楽しんだらいいのに。死ぬ時に絶対後悔しないように、とに
かく今できることをやろう、今を楽しもう！っていう人生を送っています。 

そこに至るまで、”いろんなこと”という6文字では到底済ませられないアップダウンの
出来事がたくさんありました。 

でもたどり着いたのは、幸せという人生です。 

なぜ、人生終わった状態から幸せな人生に180度変わったのか。 

それは、紛れもなく、「行動した」からです。 

いろんなことやもの、人に出会いました。出会いが人生を変えると言います。でも、
本当に人生を変えるのは、出会ってそこで自分がどう行動するか、いや、行動するか否
か、です。 

幸せになるのも病気になるのも、全て自分次第です。 

それなら、送りたい人生を送ろう！そう思い、その時から、そのための行動をずっと
し続けています。 

あなたが、このマニュアルを手に取ったということは、将来のことを考えているのだと
思います。 

何になるにせよ、後悔のない人生、楽しい人生、自分が一番幸せだと思える人生を
送ってほしいと思います。 

これが、私からの本当に伝えいたメッセージ。 

では、本題に入ります。 



1.セラピストになるってどんな感じ？ 

 

セ　ラピストになる、と一言で言っても、いろんななり方が 
　あります。 

自分でサロンを開くのか、どこかのサロンに雇われるのか。派遣な
どで働くことだってできる。 

いろんな形がありますが、あなたにしっくり来る働き方をしてく
ださい。 

最初に言っておきますが、セラピストの仕事も大変です（笑）元
も子もない話をしますが、でも本当です。 

ただし、好きでやっているなら、大変なこともやりがいとして感
じることができ、充実した日々を送ることができるでしょう。 

せっかく好きでセラピストになるのなら、働き方もしっくり来る
方がいいでしょ？嫌な上司の元で働くのも嫌でしょ。 

自分で夢のサロンをオープンすることだってできるし、派遣や出
張という形でもOK。あなたの場合、どんな働き方が良いでしょう
ね？ 

このマニュアルでは、セラピストとして働く形として、４つの働
き方をご紹介します。読んでいく中で、「私にはこれかな」という
のが見つかるでしょう。 



でも見つかったとしても、「私にできるかな？」「起業なんて大
変じゃない？」など不安もついてくると思います。 

 

はっきり言いますが、 
誰にでもできます。 
私にでもできました。 

私は算数もできないお 
バカです（笑）これま 
で勤めていた会社は、 
1年がせいぜい最長です。 

仕事において成し遂げたことなんて１つもありません。そんなふ
ざけたヤロウでもできています。 

しかも、セラピストとしてはかなり年商も多い方です。2500万
円くらいでしたから。（現在は、セラピストとしてサロンはしてお
りません） 

できるできないの分岐点は、あなたができるできないを決めつけ
るかどうかです。 

できないと決めたらできないし、できると思えばできます。そし
て、人間、無理なことは始めないようにできています。ありがたい
ことに、できないことは最初からイメージすら湧いてこない仕組み
になっています。 

今、イメージができたのなら、セラピストになりたいって湧いて
きているのなら、できるからそうなっているんです。だから、自分
を信じて、できるんだと思ってください。 



 
いや、決めてください。 
「私はできる」って。 

そして、もう１つだけ 
決めておいてほしいこ 
とがあります。それは、 
「続けること」です。 

できても続けなければ、成果は出ません。やめればそこで終わり
です。なんでもそうです。当たり前です。 

私は最初からサロン経営に成功したわけではありません。でも、
成功と言えるくらいの業績を上げることができたのは、「続けた」
からに過ぎません。 

諦めなかっただけです。諦めていたら、「失敗」という状態で終
わって、結果、「私はセラピストとして失敗した」という思い出だ
けが残っていたでしょう。 

でも、諦めず続けたから、うまくいって、その結果、成功した状
態に持っていけたのです。それだけです。 

やると決めたら、続けることも決めておきましょう。 

すでに、「えー。無理かも～」と思っている人もいるかもしれま
せん。 

でも、本当のこと言っておかないと、最初から甘い話ばかりし
て、「できるかも～♡」になってたら、後で痛い目に合うので（笑） 



夢見て起業して違うかった～っていう時間の無駄をしてほしくは
ありません。こんな貴重な一度きりの人生を。 

もう無理かなって思ったら、このブックは閉じてさっさと捨てま
しょう！ 

やりたいって思っているのなら、読み続けてください。 

2.みんなどうしてる？ 




兎　にも角にも、セラピストってどんな仕事？どんな感じ？ 
　って言うのは、セラピストに話を聞いた方が早いです。 
　あれこれ言う前に、セラピストになったらこうだった 

　という話を、「良い部分だけ」まずは聞いてみましょう。 

セラピスト①・自宅サロン Eさん 

「私は、まゆ先生のブログを見つけて、先生自身、病気を改善し
て妊娠出産をしたという記事を読んで、この先生に足つぼやっても
らいたい！とすがる気持ちでサロンを予約しました。 

おかげで、生理痛が改善し、ひどかった頭痛や胃痛、貧血も良く
なりました。この経験を生かし、私も先生のようなセラピストにな
りたい！とスクールに通わせていただき、1年前サロンをオープン
しました。 



オープンする前は、不安より、先生みたいなセラピストにな
る！っていう憧れの気持ちの方が大きかったように思います。その
おかげで、思い切ってサロンオープンできたんだと。 

オープンした最初は友 
達に来てもらいました。 

友達も喜んでくれて、 
あんたがセラピスト～？ 
とか笑われましたけど 
（笑） 

でも、友達も生理痛が改善されたり、体調が良くなったと言って
くれて、先生に教えてもらった通り、改善した声を集めて、それで
集客しました。 

初めて、サロンの売上が15万円いった時は、感動しました。 

自分でこれだけ稼げたんだー！！って。今までは働きに行って当
たり前のように給料をもらっていましたが、実はあれだけの金額を
稼ぐのって、本当にすごいことなんだ、大変なことなんだって思い
ました。 

社員でいた時と全く気持ちは違います。気が抜けません。本当に
大変だと思います。 

自分次第でお客様が来たり来なかったりもします。自分が頑張ら
ないといけないんだ。自分しかいないんだっていう責任感も付きま
した。 



でも実際には、そんな大変なことよりも嬉しいことや達成感の方
が大きく、本当にセラピストになってよかったと心から思っていま
す。 

この気持ちや充実感、生きているなっていう感じはOLでは無理
なことです。とても貴重な体験をさせてもらっています。 

お客様に喜んでもらえ
た時のあの感じとか、こ
んな気持ちはこの仕事で
しかできない！って思い
ます。 

自分のことが誇りにも
感じます（笑） 

何がきっかけでセラピストになるかわからないものです。私もた
だ先生のサロンに通っていた「イチお客さん」でした。 

生理痛から解放されたいという思いでしたし、なんでこんな辛い
んだろうって思ってました。 

でも、生理痛があったから、先生のサロンに通えたし、それでこ
の仕事と出会うことができました。生理痛に感謝ですね。」 

Eさんの一日（サロン営業日） 

9時　掃除、サロンの準備（タオル、足湯等） 

9時半　お客様カルテの準備 

10時　開店、お客様ご来店 



13時　昼食 

14時　お客様ご来店 

16時　片付け、カルテ記入 
　　　ブログ、メルマガ作成 

「自宅でサロンをしたいなと思ったのは、楽そうと思ったから
（笑）実際、本当に楽ですね。出勤する時間もないし、時間がきた
ら掃除して、終わったら片付けする。お昼ご飯も温めて食べられる
し、ゆっくりできる。 

残業もないし、夜は自分の時間をしっかり確保できるし、朝も出
勤がない分、ゆったりしています。理想的な働き方です。」 

セラピスト②・自宅サロン Sさん（ママ） 

「私がセラピストになったのは、先生がママセラピストで、ママ
としてセラピスト成功の方法っていうメルマガを配信されてて、そ
れを読んだのがきっかけです。 

セラピストになりたい
というわけではなかった
のですが、ママとして時
間と自由のある働き方っ
ていうのに惹かれて、私
もセラピストになろうっ
て決めました。 



それで、足つぼもやりたいわけじゃなかったのですが（笑）先生
の働き方を見ていて、いろんなマッサージとかエステより、先生の
足つぼがいいなって思いました。 

なんとなく、リラク
ゼーションちっくな感じ
じゃなく、本気で悩み解
決！みたいな方がかっこ
いいし、やりがいあるか
な～と思ったのが第一で
すが、 

足つぼなら座って施術
できる、場所がいらな
いっていうその辺も先生のメルマガで知って、その方がいいって
思って。 

やるなら自宅で開業っていうのは決めてたので、場所に困らない
足つぼにしようって。 

オープンした時は、子供がまだ2歳で手が離せず、オープンを見
送っていたのですが、3歳から保育園に預けることができたので、
フルで働きました。 

子供が小さい時に始めることができてよかったなと思っていま
す。やっぱり子供が小学生になった時、家にいてあげられるママに
なっていたかったし。今から軌道に乗せることができたので、小学
生になった頃には、もっと安定しているかな～って思っています。 

旦那さんもすごく協力的で助かっています。土曜日はたまにお客
様の予約を入れているのですが、基本的に土日はお休みってことに



しています。家族の時間を犠牲にする働き方をしていたら、サロン
がどれだけ繁盛していても成功って言えないって先生が言ってたの
をすごく覚えています。 

先生は、時間を犠牲に
して子供との時間も削っ
て仕事をしていたから、
これからセラピストにな
るママにはそうなってほ
しくないから、こういう
ことをメルマガで書いて
いたって言ってましたよ
ね。先生の経験をもとに、そうやって考えてくださって本当に感謝
しています。」 

Sさんの一日（サロン営業日） 

8時半　子供を保育園に 

9時半　掃除、サロンの準備（タオル、足湯等） 

10時　お客様カルテの準備、ブログ、SNSなど配信 

10時半　開店、お客様ご来店 

13時　昼食 

14時　お客様ご来店 

16時　片付け、カルテ記入 

17時　保育園にお迎え 

18時半　家族揃って夕食 

「小さい子供がいるママには自宅セラピスト、絶対おすすめで
す！家で働けるって本当に助かっています。家賃もかからないし。 



でも、家族がいると、反対する人もいるかもしれないですね。私
の場合、旦那さんが協力的だったのでよかったですが、同期は旦那
さんにはやめてくれと言われて困っていたので…。でも子供が小さ
いうちに手に職をつけておくのは正解って同期も言ってましたし、
私もそうです！」 

セラピスト③・美容室の一角を借り開業 Iさん 

「まゆ先生のセミナーをきっかけに私もこの足つぼで仕事がした
いって思いました。スクールが始まるタイミングだったので、すぐ
に申し込ませていただきました！ 

卒業後は、知り合いの美容室の一角を借りれるっていうことだっ
たので、その準備をしながらスクールに通いました。ベッドや備品
も全て準備していたので、卒業後すぐにオープンできました。 

美容室はエステやネイル
もやっていて、その横で足
つぼをさせてもらっていま
す。まずはエステとネイル
を受けているお客様に声を
かけさせてもらって、モニ
ターからスタートしまし
た。 

こんな足つぼは初めて！と評判で、30分の短い施術ですが予約は
結構埋まりました。美容室ですが足つぼ目当てに来てくれるお客様
もいらっしゃるくらいです。 



売上の一部は場所代に美容室にお支払いしていますが、集客も美
容室のお客様からスタートだったので、大変ではなかったし、あり
がたい限りです。 

でも頼ってばかりじゃ
いけないので、自分でブ
ログを書いたりインスタ
やったりして、頑張って
います。 

なかなかそこからの集
客は苦戦していますが、
でも口コミをしてくれるお
客様もいるので、地道に頑張っています。」 

Iさんの一日 

9時半　お店到着、掃除、サロンの準備 

10時　美容室開店、お客様カルテの準備など 
　　　予約が入っている時間に施術 
　　　空いている時間に昼食、ブログなど 
19時　閉店準備 

「自宅サロンもいいな～と思ったのですが、たくさんの人が来ら
れるのがちょっと抵抗があったので、場所を探していました。 

そしたら、知り合いの美容室の方が、やってもいいよって言って
くれて。本当に助かりました。もし声をかけてくださっていなかっ
たら、どうしてたんだろうって。 



レンタルサロンとかもありますが、お金がかかるのでそれにもや
はり抵抗があって。予約の調整も大変そうですし。縁があれば、間
借りはとてもおすすめです。」 

セラピスト④・住宅展示場の一角を借り開業 Sさん 

「先生のセルフケア講座に参加して、効果を実感したので、ス
クールでさらに勉強したいと思い入学しました。 

セラピストになりたいとか、サロンを開業したいっていうのはあ
りませんでした。 

でも学んでいくうちに
ますます効果を感じて、
調子が良くなっていっ
て、同期メンバーともす
ごいねって言ってて、話
しているうちに私もサロ
ン開業したくなって。 

でも自宅では禁止って旦那さんに言われて、どうしようかな～と
思っていたら、知り合いに住宅展示場でやってよって言われて。 

どんな感じになるんだろうってちょっと不安だったんですけど、
やってみたら行列ができていました！ 

展示場の人たちがチラシを配ってくれたのもありましたが、地元
の人がたくさん来てくれたんです。 

近くで足つぼを受けられる場所なんてないし、珍しかったみたい
です。 



とても評判だったので、数回させてもらっています。子供からお
年寄りの方まで来られるんです。 

本当にご近所さんですからね。どなたでも興味ある人は来られ
るっていう感じでアットホームでいい感じです。私も気に入ってい
ます。 

Sさんの一日 

9時半　現地到着、準備 

10時　施術スタート 

12時半　休憩 

14時　施術スタート 

16時　終了 

「サロン開業もしたいなと思ったこともあるのですが、私の場
合、趣味程度の稼ぎで十分だし、セラピストの仕事ができて楽しく
て。 

それでいいかなって
思っています。 

でも展示場に来てくれ
る方から、サロンない
の？って聞かれたりもし
て、もしオープンしたら
お客様になってくれる人
も数名でもいるかもしれないですが、今はもうこっちの方が楽だし
開業はしません。」 



セラピスト⑤・出張サロンで開業 Yさん 

「出張で始めて1年になりました。最初は集客もできなくて大丈
夫かな～って思ってたんですけど、口コミをいただいたり、少しず
つお客様も増えてきました。 

こないだは、お客様か
ら始めて生理痛が改善し
たっていう声を聞いて、
本当にうれしくなりまし
た。 

やっぱり効果が出てく
れないと、お客様に申し
訳ないですし、早く効果
出てくれないかな～ってちょっと焦ってた気持ちがありました。 

他のお客様も、お通じが良くなったとか、嬉しいお声をいただけ
るようになってきました。 

出張でお客様の家に行かせてもらっているんですけど、そうなる
と親密というか、信頼関係ができるというか、お客様とはすごく近
く、仲良くなれると思います。だから、続けてもらっているのか
なって思います。」 

Yさんの一日 

9時半　自宅で準備、出発 

10時　訪問、施術スタート 

12時半　お客様宅出発 



13時半　昼食、ブログ、SNSなど 

16時　自宅で準備、出発 

17時　訪問、施術スタート 

18時半　お客様宅出発　 

「私は車で移動しているので、折り畳みの施術ベッドを車に積ん
だままにしています。田舎なので、お客様の家の前に車を止めた
り、結構そういうところは楽にできるのでよかったです。 

あと、タオルは用意してもらっています。それでかなり楽にでき
ています。 

おうちに伺うと、ご家
族がいらっしゃって、一
緒にどうですか？ってた
ずねると、ぜひって言っ
て、結構家族の中で口コ
ミというか、見て受けた
くなって、お客様になら
れるっていうパターンも
あります。 

1つの家でお二人の施術ができるのは助かっています。これから
もご近所の皆さんの自宅に訪問して、もっとたくさんの人に元氣に
なってもらいたいです。」 



というわけで、5人のリアルなお声をご紹介しました。卒業後、
ランチ会や講座などでお会いし、その時に聞いた話です。 
やってみたいな～って思いました？楽しそうだな～って思いまし
た？ 

こうやって聞くと、いいなって思う人が多いかもしれません
が…、こうやってうまく言っているのは一握りで、この方たちは一
番うまくいっていると言ってもいい方たちです。 

3.リアルな声 

 

こ こまでは、うまくいっているセラピストの声を聞いてきまし
たが、ここからは、もっとリアルな？声をご紹介します。 

自宅サロン開業セラピストの声 

「オープンしようと思っても、なかなか一歩踏み出せません。ブ
ログが難しい！書けない！っていうのが1番の理由です。そんなと
ころで止まってる場合じゃないんですけど、ブログを開設するとこ
ろからすでに止まっています。」 

「ブログは始めたのですが、毎日書けてません。何書けばいいの
かわからなくて…。お客様が来られていたらいろいろ書くことある
んでしょうけど、お客様が来られないからネタがつきました…。や
る気が…」 



「ブログも毎日頑張って書いているのですが、2時間くらいかか
るんですー。もう本当に辛いです。どうやったら集客できるんだろ
う。本当に悩んでて、今回講座を開いてくださってありがたいで
す。 

みんなも同じように
悩んでいるっていうの
がわかっただけでも気
持ちが軽くなったけ
ど、その前にブログの
やり方が間違っていた
ことにも気づけてよ
かったです。 

サロンのことばかり書いてました。そうではなくて、”どうな
る”っていうのを書くのですね！目からウロコです！今日からまた
頑張って書いていきます！」 

「サロンの準備で止まってます。卒業したらすぐオープンした
かったんですけど、施術も忘れないようにと思って。 

でも準備から時間がかかって、何が必要かとか、お金もかかる
し、なんか進まなくなってきました。もう卒業してから半年以上も
経ってしまったし、施術も心配です。」 

「お客様が来ないです。電話もメールも来ないし。たまに変な営
業の電話がかかってくるくらいです。 

ブログもSNSもちょっとやる気が…。このまま来なかったらどう
しよう。不安でパート探しも実はちょっとしてしまってます。」 



「オープン以来、久しぶりに充実した自分のひとり時間を満喫し
ています、全然お客様こないので（苦笑）どうしよう。ブログです
よね、やっぱり。やっぱり毎日更新って難しいです。書くこともな
いし、止まってます。」 

「資料づくりからチラ
シづくりまで、そういう
のが慣れていないので難
しいです。 

ワードも使ったことな
かったので、デザインと
か？そういうのも全くわ
かりません。こういう仕
事もしないといけないんだって思うと本当に大変ですね。」 

「サロンの準備は楽しかったんですけど、いざオープンしてもお
客様が来られない。ポスティングも近所に行きましたが、全然反応
ないですね。 

1000入れて1あるかどうかって先生も言ってましたけど、本当に
反応がない！暇なうちにサロンで使うカウンセリングシートとかチ
ラシとか資料とか準備をしていってますが、これも難しいですね。 

やったことないので苦戦しています。苦労して作ってお客様来て
くれるのかな～って思っちゃうし。」 

「お客様は3人くらいです。お一人は毎週来てくださるんですけ
ど、あとのお二人は来たり来なかったりです。メールで催促するの
もなーと思ったり、いつメールしたらいいのかな～って思ったりし
てたら、できなくてそのままです。お一人の通ってくださっている



方は効果も感じて気に入ってもらえていると思うんですけど。もっ
とお客様来て欲しいです。」 

「ブログも毎日書いてますが、サロンの日は結構疲れてブログも
書けずで、一日書かなかったらずるずる続いちゃって書かない日が
増えてしまったりしてます。お客様もそんなにまだ来ていないので
時間はいっぱいあるんですけどね。」 

 
「広告に挑戦してみよ
うかと思ったんですけ
ど、お金かかるし迷って
います。 

それで来なかったらど
うしようって思うし、同
じようなサロンの広告
もいっぱいあるし、ど
んな広告にすればいいん
だろうって。 

本当に難しいですね、集客って。インスタも一応アカウントは取
りましたが、全然投稿してません。」 

「お客様が来ないのが続くと自分のテンションも下がってしまっ
て、なんか繁盛しないお店の人っていうイメージが自分にあって、
お客様が来られても自信がない。ブログを書こうと思っても、どう
せ来ないとか、自信がないです。」 

「家族に反対されて、自宅でオープンできないんです。それで近
くのレンタルスペースを見てるんですけど、なかなかいいところが
ありません。いいな～と思ったらちょっと高かったり。でも安くて



も、やっぱりこれじゃ経費かかりすぎだな～と思って、始めれない
んですよね。」 

「自宅サロンをしたかったのですが、旦那のお母さんに反対され
てできなくなりました。 

レンタルサロンを借り
ようと思って探したんで
すけど、予約してもお客
様が来なかったらどうし
ようっていうのもあって
予約できません。 

予約が入るってわかっ
てたらレンタルサロンを予約できるんですけど。」 

「家でサロンをやれば、家もキレイなままでいいなって思って
オープンしたんですけど、掃除するの疲れました（笑）お客様が来
る時だけキレイにしてますが、なんか家でできるのっていいなって
思ってたけど、意外としんどいなーって感じです。」 

「私のマンションは1Kなので、自分の部屋をそのままサロンにし
ています。最初は良かったんですけど、毎日ベッドをソファにして
（シーツやクッションで工夫して）、仕切りでテレビとか隠して。 

なんか自分の部屋と仕事の部屋は分けたいな～って思うようにな
りました。ちょっとストレス感じてます。」 

「自宅サロンをやろうと思いましたが、知らない人が家にくるの
がちょっと抵抗あるなって思います。かといってレンタルサロンは
探すのが大変で。いっぱいあるけど、良いところってあまりないん



ですよね、条件に合うところが。自宅でやってもいいけど、なんと
なく怖いなーって思います。」 

「イベントに出たりもしてるのですが、お客様にはなってくれ
ず。サロンは閑古鳥が泣いてます…。前の職場から復帰の誘いが来
てて、本当は戻りたくなかったんですけど、戻らないと収入もない
ので、パートで仕方なく戻ることにしました。」 

間借り開業セラピストの声 

「美容室のお客様はたくさんいるし、予約もらえるんですけど、
自分のファンを作るのが難しいのかな～って最近思ってます。 

もっと自分のファンに
なってくれるようなお客
様が欲しいなって思いま
す。」 

「営業時間とかその他
もろもろ美容室に従わな
いといけないので、自分
の好きなようにできるっ
てことはないから、その辺はちょっと自宅サロンとか自分で開業し
た方がいいかなって思うところです。」 

「展示場の仕事は土日が繁忙日なので、土日に呼ばれることが多
いです。旦那さんも土日休みなのでできれば平日だけにしたい
な～って思います。」 



「荷物を持っていくのがちょっと大変ですね。セッティングとか
後片付けも大変です。それ用の場所じゃないし、展示場のスペース
なので。」 

出張セラピストの声 

「私は田舎なのでそこまで困っていませんが、駐車場探しは大変
かもしれないです。 

ほとんどのお客様は家の前とかお客様の家の駐車場に停めさせて
もらえるので大丈夫ですが、たまに駐車場を借りないといけない方
もいるので。近くになかったりすると大変です。」 

「お客様の家に伺うの
で、最初、どんな人なん
だろうって心配はありま
す。新規のお客様も増や
したいんですけど、
ちょっとあちこち家に行
くのに抵抗があるのはあ
りますね。 

だから思うようにお客様を増やせないのかもしれないです。」 

「ベッドを運んだり畳んだりは、正直しんどいです。軽量の持ち
運び用のベッドではあるんですけど、毎回するのは大変です。ほん
と、駐車場が遠い日は辛いな～って思うときもあります。」 

「予約が入らないです。ブログを書くのもやっぱり大変ですし、
毎日更新しなきゃって思ってはいるものの、なかなか難しいで
す。」 



「予約が全然なくて悩んでます。近所へポスティングは何回か行
きましたが、反応なし。チラシを作るのも大変だし、それをポス
ティングしにいくのはもっと大変。こんなことやりたいんじゃない
んだけどな～ってちょっと惨めな気持ちになります。」 

「自宅に来られるのがいやっていうお客様も多いみたいです。お
店はないんですか？ってたまに聞かれるんです。」 

「一番困っているのは集客ですね。思ったようにお客様は増えな
いです。イベントに出たりもしているんですけど、その場で終わっ
てしまうのがほとんどです。どうしたらいいんでしょう？」 

というわけで、これらのお声もランチ会や講座の時に伺った内容
です。 

マイナスなお話かもし
れませんが、こうやって
サロンの話が出てくると
いうことは稼働している
ということで、行動して
いるっていうことです。
それはとても良いことで
す。 

改良する点を見つけて、行動を変えれば、結果も必ず変わりま
す。がんばっていただきたいです。 
問題なのは、聞いても答えが返ってこない人たち。 

卒業しても行動せず、オープンしていない人は残念ながら多いで
す。私が「サロン、どう？」と聞くと、「まだなんです。ちょっと



色々あって、もう少し様子見てます。」「今準備しています。ベッ
ドとか探したりいろいろやっているところなんですけど、なかなか
進んでいません。」というお声がよく聞かれるのですが、そういう
こと言っている人は、いつ聞いても同じことを答えています。 

全然行動してないやんって思いますね。 
 
でも、その気持ちもわ
かります。 

先立つものがないとい
うか、先が見えないとい
うか。不安もあるし、こ
のままオープンしちゃっ
ていいのかなっていう気
持ちがストッパーになっ
てしまっている。 

お金もかかる、時間もかかる、モノも必要、場所も必要。全部準
備して、お客様が来なかったら？収入がなかったら？ 

「来なかったらどうしよう」では、何も始められません。大事な
のは、できることを考えること。 

「来なかったらどうしよう」ではなく、「来るにはどうしたらい
い？」と考えてください。 

「どうしたらいいか」を考えれば、必然とやることが出てきます
よね。それをやるのです！ 

とにかく行動。それしかありません。 



4.これからの働き方 

 

た　　 くさんのお声を聞いていただき、セラピストってどんな
感 じなのか、なんとなく想像できましたか？自分がセラピ
ストになったら、どうなるかなってイメージしてみました

か？ 

 
スクールを卒業してセ
ラピストになると、多く
の方は、自宅サロンを始
めます。 

自宅サロンは2000年ご
ろから流行り出した開業
方法です。 

その後数年ブームにな
り、自宅サロンばかりどれだけあるのよ？！っていうくらい増えま
した。 

どのブログを見ても、自宅サロン。 

そんな状態だから、集客も大変になってきました。ちょっとや
そっとじゃ、お客様に選ばれません。 

しかもSNSが出てきてより複雑化。本当に集客できる人にしかで
きない時代になってしまいました。 



そんな時代だからこそ、「セラピストになる」ということだけで
なく、「セラピストとしてどう働くか」をしっかり考えないといけ
ません。 

これまでお読みいただいたように、どんな働き方にもメリットデ
メリットはあります。 

だから、どれが良い悪
いではなく、あなたがや
りたいこと、働きたいよ
うに働く。 

それを基準にしてくだ
さい。 

そして、デメリット部分をいかに「どうしたら良くなるか」と考
えながらやっていく。 

でも、そうはいっても不安ですよね。「どうしたら良くなるの
か」って考えながらできるのか？良いアイデアは出てくるのか？ 

今まで、そうやって困っているセラピストを何人も見てきました
し、わからないから動けないんですよね。 

実は、そういう人のために、このあらいあんすが存在していま
す。 



5.セラピスト働き方改革 

 

今　までの自分の経験とたくさんのセラピストを見て思った
ことは、「プロのセラピストにはなれても、経営は初心

者。サロン開業してもうまくいくはずがない。 

うまくいくのは、生まれ持ってセンスを持っている人か、凄腕コン
サルタントを雇える人、もしくは運よく良いコンサルタントに出
会ったか。」 

経営はそう簡単なものではありません。それなのに、ほとんどの
学校では、卒業後のサポートはない状態。 

私が生徒の時は、「こ
こからどう開業すればい
いんだろう？」と考える
ことすらできないほど何
も知らず、学校にアフ
ターサポートがないこと
すら疑問にも感じません
でしたが。 

チラシをまけばお客様はすぐ来る、そしてリピートしてくれるっ
て単純に思っていたからだと思います。やったことのない経営を難
しいのだろうとすら思えないほどのバカでした。 

ま、でも、バカだったからすぐに開業して思うがままに走ってき
たところはありますが。 



しかし、そうであれば、行動する人にとっては有利だけど、ほと
んどの行動しない人たちにはサロン開業すらおぼつかない。 

せっかくセラピストになったのに何も活かせぬまま、パートに
行って、「とりあえず
パートしながら準備しよ
う」「お客様が増えたら
パートやめよう」ってい
うことになり、気がつい
たら10年パートしている
ことになるのです。 

私は、そんな現状は許
されないと思いました。 

セラピストになりたいのであれば、なってほしい。夢を叶えてほ
しい。やりたいことをやれる人生であってほしい、誰もが！ 

なので、せめても、しあわせのあしつぼ®のセラピストになって
くれる人には成功していただきたいと思い、卒業後のサポートをさ
せていただくべく、あらいあんすを立ち上げたのです。 

あらいあんすでは、ブログを立ち上げるネックを取り除き、集客
の難しさを取り除きました。実技の練習や勉強会、コンサルティン
グなど、開業や経営に必要なサポートは全て揃えています。 

それだけではとどまらないのが、あらいあんす。 

間借りや出張に行きたいのなら、行く先とセラピストをマッチン
グするというサービスまで、現在準備中です。 



デメリットがあるのであれば、「どうしたらできる？」を考え
て、サポートを充実させていっています。 

今後もお声を聞きながら、必要なサポートは増えるかもしれませ
ん。 

できないことがあれば、できるに変えればいい。 

それをやっているのが、しあわせのあしつぼ®あらいあんすで
す。 

6.一歩踏み出そう！ 




セラピストの声を聞いて現実を知ったところで、セラピスト
になりたいか、もうちょっと考えたいか、やめるか…。 

やるやらない関係なく、読む前よりなにか前進したと思います。 

やると決めた人は、早速動き出しましょう！ 

「やっぱりやめておこう」と思った人は、このマニュアルは必要
ないので捨てましょう！そして、本当にあなたがやりたいこと、
もっと人生が楽しくなることを見つけてください。 

それでは、やると決めた人にこんなセラピストのお話を。 



「セミナーで先生の足つぼを体験して、すごくいいって思って、
私のヨガスタジオでも生理痛や不妊で悩んでいる人がいるので助け
てあげれたらと思いました。 

でもサロンをやるわけ
ではなく、スタジオでで
きればと思っていたので
すが、先生と授業で話し
ていくうちに、サロン
オープンもいいなって
思って、 

先生が、じゃあ8月（来月）卒業したらすぐオープンですね！日
にち決めてください！っていうから、これが成功する人のスピード
か！って思って、本当にオープンしました。 

こんなにスピードで動いたのは正直初めてです。自分でも信じら
れない速さでした。できるかなって不安はいっぱいあったのです
が、オープンしてから考えればいいって言ってくれたし、それもそ
うだなと思って勇気出してオープンしました。 

妊活専門のサロンにしたのですが、先生の生徒ということもあっ
て私のサロンにもたくさんのお客様に来てもらえて、来られた方全
員が妊娠されるという本当にうれしい結果になりました。 

あのとき、先生に来月オープンって言われて動いて本当に良かっ
たと思っています。あのときオープンしてなかったら、今もやって
いなかったと思います。きっかけとかタイミングがなかったから。 



本当に本当に良かったです。背中を押してもらえて感謝していま
す。あのときはムチャブリって思いましたけど（笑） 

 
行動することは嫌いで
はなかったですが、あん
なに早く行動したのは本
当に初めてで、決断でき
たのは先生がいてくれた
からです。 

本当に背中押してくれ
る人がいないと無理だと
思います。 

開業っていうのはやっぱりハードルが高い。 

今はサロンをやめて、またヨガスタジオに戻りましたが、サロン
の経験が生かされています！しあわせのあしつぼ®のセルフケアは
教えています。 

先生の最初のセミナーで私が受けたように、レッスンをしていま
す。 

自分がここまで来れたのを振り返ると涙が出るほど感動です。自
分で言うのも何ですが、こんなにできるんだっていうことやたくさ
んのお客様が本当に夢を叶えられたこと、幸せになれたこと、その
瞬間に立ち会えたこと、役に立てたこと。全てが最高の思い出で
す。 

これからセラピストになる人は、やりたいと思ったら、迷わずサ
ロンオープンして欲しいです。出張でもなんでも好きな形で初めて
欲しいです。本当に人生変わります！ 



私は本当に幸せです。しあわせのあしつぼ®に出会って人生が大
きく前に進みました。しあわせのあしつぼ®っていうくらいだか
ら、本当に幸せになれる。セラピストもお客様もです。 

人生を無駄にしてはいけないと思います。ぜひやりたいと思った
ら、すぐに行動してみてください。」 

こちらは、私の生徒さんで初めてサロンオープンした方です。 

背中を押されたからオープンしたと言うことですが、この方は、
きっと行動するタイプなのでしょう。だって、背中を押されても
オープンしない人はしないですからね。 

と言うわけで、やりたいのなら、悩むより先にオープンしちゃい
ましょう。それから悩めばいいです。オープンしても人は来ないで
すから、悩む時間なんて何時間もありますよ～。 

今日からすぐに動けることがあるので、これからやることを並べ
ておきますね。 



《開業のためにやることリスト》 

サロンで何するか決める 
（足つぼなのか整体なのかアロマなのか、大まかに） 
↓ 
コンセプトを決める 
（癒し系なのか治療系なのかとか） 
↓ 
サロン名を決める 
（後で変更できるのでとりあえず） 
↓ 
場所を決める 
（自宅？レンタル？出張？） 
↓ 
電話番号やメールアドレスを決める 
（自分の携帯？電話置く？今ならアプリがおすすめ） 
↓ 
設備の準備をする 
（ベッドやタオルなど必要なものを揃える） 

まずはここまで。今からできます。 

まず最初は、サロンで何をするか決めるところから。これはメ
ニューなどの詳細ではなく、ざっくり何屋さん？って言うのを決め
ればOK。 

足つぼなら、「足つぼサロン」でいいんです。細かいことは後か
らで。 



そしてコンセプト。足つぼなら、リラクゼーションなのか、その
中でも旅の疲れを癒すのか日常のむくみや足の疲れを癒すのか、は
たまた不調を改善するような治療系（治療と言う言葉は使えませ
ん）にするのか。 

それが決まったら、サ
ロン名。先にこの名前！
と決まっているならそれ
でOK。 

決まっていなければ、
どんなサロンか決まった
ところで雰囲気に合った
名前をつけましょう。 

こちらも後で変更できます。名前は結構悩んで時間がかかる人が
多いのですが、こんなことで悩んでいるともったいない！さっさと
決めちゃいましょう。 

そして場所ですね。今まで読んできて、自分にはどの働き方が
合っているのか、だいたいイメージできていますか？働き方も後か
ら変更は可能ですから、ひとまず自宅で！とか売り上げができるよ
うになったらレンタルサロン！など、流動的でOK。 

あとは、お客様用の電話番号とメールアドレス。電話は自分の携
帯番号の人も多いですが、今はアプリで違う番号が取得できたりす
るのでおすすめです。 

そして、設備の準備を。何屋さんかによって必要なものは異なり
ます。サロンのシミュレーションをしながら何が必要か書いて準備
します。 



ここまでできたら、あとはいつオープンしてもOK！ 

オープン後から1ヶ月以内に、開業届を出しましょう。 

と言っても出していな
い人もいるし、売り上げ
が増えたらすると言う人
もいてまちまちです。 

開業届を出す意味は提
出すると、青色確定申告
ができたり、就労証明と
して使えたり、保険や共
済の加入ができると言うメリットがあるからです。 

開業届の用紙は国税庁のHPで入手できます。提出するのは自分
住所の管轄税務署へ。 

さ、ここまで来たら、開業した！って言う実感も少し大きくなっ
ていることでしょう。 

まだまだぜんぜんお客様は来ないので（笑）、ここから安心して
次の準備に取り組みましょう！ 

集客を始める、そしてこの日から毎日継続する 
（HPやブログ、インスタなど） 

↓ 
細かい必要物の準備 
（カウンセリングシートやカルテ、お茶など） 



あと、損害保険に加入する人も多くなっています。万が一のこと
があった場合、補償されるのでお客様にも自分にも安心ですね。 

これでほぼ、すでにお客様を迎える準備はできました。 

結構、簡単でしょ？絶対できないっていう内容、ありました？い
ますぐできると思いますよ。 

あとは、お客様が来ら
れるように、日々ブログ
やインスタなどの更新を
しましょう！ 

資金に余裕があるな
ら、チラシや広告などを
調べて、集客を強化する
のもいいですね。 

開業って最初が大変なだけで、オープンしちゃえば、あとはブロ
グなどを更新するただの地道な日々なだけ。 

もちろん、それがやりたいことではなく、その地道な努力の末、
お客様がたくさん来られるサロンを経営するセラピスト。そこに辿
り着くには、まずは地道な日々です。誰もが通る道ですからね。 

その期間中は、十分に悩む時間も考える時間もあるので、先にこ
こまでやることは、大いにおすすめします。形ができれば、後戻り
しにくいし、なんとか前に進もうとします。だから、結局、夢の実
現がしやすいと言うことです。 

一歩踏み出せば、確実に夢は現実に一歩近づきます。 



やりますか？やりませんか？ 

何があなたを止めるのでしょう？ 

やらないと言うことは、本当にやりたいことではないのですか？ 

私にできることは、情報を提供することです。 

やるのは自分しかいません。 

夢を叶えたいなら、やってみてください。 



 
作者について 

 

自身の難病をきっかけに東洋医学に出会い、足つぼに衝撃を受け、自分でセルフケアをす
ることで病気を改善し、不可能と言われていた妊娠出産もでき、その経験から日本で初め
て婦人科に特化した足つぼサロンを開業。田舎の看板もない自宅サロンに全国からお客様
が殺到。セミナーも数分で満席。営業中の約6年、予約が取れない状態に。その間、ス
クールを開校。同じく全国から受講生が集まり、すぐに満席に。現在は、しあわせのあし
つぼ®あらいあんすにて、講師の養成、コンサル等を行いながら、自身のプラットフォー
ム「ONE DE MAYU」でエシカルサロンの運営や、病院に”足つぼ科”をつくるため、大学
との研究なども進めている。 
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