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初めましてスキンドライブシステムという独自のコ
ンセプトと使い、普段は治療家をしている新井と言
います。

スキンドライブシステムというものは、人と人が関
わりながら生きる上で一番大事だと言っても良いも
のでありながら、これまで科学的に仮説を立てられ
なかったものを皆様が納得出来るようにしっかりと
仮説を立てたものでございます。

このコンセプトを使う事で治療家をされている人達
共通の悩みを解決出来るかと思います。

今回はそれを非常に分かりやすいマンガにしました
ので、ぜひご覧になって下さい(^^)
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ある治療院にて。院長の真面太郎先生は 
今日もせっせと治療に励むのだが・・・

施術で大事なのは、技術じゃないんだよねー 

ま　じ　たろう
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あなた、技術は持ってるけど、 

ズバリ自信ないでしょ。

そうなんです、実は・・・
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実はその自信のなさ、 
皮膚から情報が出て 
患者さんに伝わってるんです！

いや、確かに不安は伝
わるかもしれないけど、
技術とは直接関係なく
ないですか？不安でも
技術上手ければ物理的
に治るんじゃ…。
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こんな風に皮膚でコミュニケーションして
いるわけなんです。自信のなさが患者に伝
わり、患者が治らないと考えた事が脳から
全身に指示され、それが現実になります。

それが実は、技術だけの問題じゃないんです。

！！！！・・・・・
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皮膚からって、どういうことですか？

皮膚には五感があって、 
目や耳で捉えられないことを 
捉えられるんです。

？！
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人間はそもそも、 
光の情報（電磁波）を目から捉えて、 
「見える」ことが我々人間にはできるのですが、 

目から認識できる波長というのは、 
３８０（紫）～７５０（赤）nmの 
範囲でしか認識できない 
ということがわかっています。 

そして、聴覚である「耳」の場合、 
空気の歪み（超音波）を耳から捉えて 
「聞こえる」ことができるわけですが、 

耳から認識できる周波数は、 
２０～２万Hzの範囲内でしか認識できない 
ということもわかっています。 

つまり私たちの目や耳は、この範囲でしか、 
「見る」ことも「聞く」ことも認識できない 
ということが研究結果ですでに証明されています。
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しかしよくよく考えてみると、自然界には、 

３８０nm以下の電磁波が出ていますし、 
７５０nm以上の電磁波が出ています。 
同様に２０Hz以下の低音波も出ていますし、 
２万Hz以上の超音波も出ています。 

資生堂新成長領域研究開発センターの主任研究員である
傳田光洋氏という方が「皮膚機能の研究」をされました。

傳田氏が出版している『第三の脳』という本から
『皮膚には聴覚や視覚に対応する細胞がある！』
ということを発見！

傳田光洋氏の研究によると、
皮膚に関して言えば、３８０(紫)～７５０(赤)nm外も 
２０～２万Hz外も捉えているのです。 
  

皮膚は目や耳で 
捉えられない情報を 
捉えられるんです。
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例えばこんな風にね。

あー、こういうのは後ろ姿でも何となく分かるかも。
不機嫌オーラ、みたいなの。 
昔の勤め先の院長が怖くて・・・。
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つまり、自信を持っていれば患者さんにもそれが伝
わり、治るって事ですか？っていうことはメンタル
を鍛えないといけないんですよね。

心だけ変えようとしても難しいよ！ 
それには、心と姿勢を整えないとね！

けど今まで自己啓発本読んだりしてもなかなか内面っ
て変わらないんですよね。どうすれば良いのか…。

？！
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治療家のマインドを整え 
皮膚情報で治療家と患者さんの人生を良くする！

それが、スキンドライブシステム！
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スキンドライブシステム®（以下スキンドライブという）は、その名の通
り【皮膚の機能】です。先述の通り、皮膚には五感があることが解り始め
ています。 

五感があると言っても私達現代人は身近に感じられなくなってしまいまし
た。昔の人は「肌で感じる」といったことが出来ていたので、皮膚の五感
というものを無意識に理解していたでしょう。 
昔の人からすれば科学的に分析する必要がなかったのかもしれません。

柔道整復師 新井洋次が世の中の治療技術（カイロ、マッサージ、鍼灸、
ヒーリングなど）の共通点は何かという疑問を突き詰めていく中で発見し
た「皮膚の機能」に名前を付けたものが 【スキンドライブシステム】で
す。 

皮膚の機能を理解することと、科学的実験によって得られた情報を書籍か
ら集めたところ、気功というものの謎が解けました。気功の謎解きは仮説
の部分もありますが、「皮膚の機能」と 「科学的実験による情報」と
「仮説」を組み合すことで理解出来ます。仮説については「物理法則」な
どから仮説立てたものであるため、スピリチュアルな部分を持ち出してい
ないので理解 しやすいのがスキンドライブの特徴です。 

この理論を知ることで誰でも「昔ながらの手当て」が出来るようになりま
す。治療家ではない主婦の方々でも出来るのです。 
母親はお腹が痛い子供の腹部に手を当てて痛みを和らげていたのが当たり
前の時代がありました。西洋的になり過ぎた現代は、そういった昔の人が
普通に行っていた「手当て」をどこか嘘くさいと判断してしまい、 子供
の一番近くにいたはずの治療家である「母親」が失われたのだと思います。

スキンドライブ療法は【昔ながらの手当て】を可能にします。



(C) 2018 スキンドライブ
 16

ど…どうすればこんな事が出来るように？

ステップは２つだけ！

①まず治療家のマインドを変える

②気功っぽい治療をする 
（皮膚から情報を伝えて患者さんを良くする）
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すごいけど…本当に効果あるんですか？

今までたくさんの方が体感されてます。

長年の悩みだった肩こり
と腰痛が１回で楽になった！

その他、ヘルニア 花粉症 耳鳴り 膝の痛み O脚  難治性の症状 腱鞘炎 
自律神経系の症状 内臓系の症状 婦人科疾患の薬による副作用緩和など
の方が来院されました。

骨折した時に治るの
が早かった

どこに行っても
治らなかった五十肩が良く

なった！

頭も体も軽くなって
深い睡眠で疲れが取れやす

くなりました！
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え？なんでこんなに色んな症状に？ 
整体ですよね？

みんな枝葉を捉え
て治そうとするけ
ど、俯瞰で見ると
正常じゃないだけ
なんだ。

元々持っている自然治癒力を働かせるだけで、 
全部良くなる！シンプルなんです。
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た、確かにその通りです！！ 
ところで新井先生はご自身でこの
メソッドを考えられたんですか？

そう。僕は元々、俯瞰で物事を見るクセ
があってね。

３歳の時に木に登って人の流れを見るのが 
好きだったのは覚えてる。

２８歳までTV業界にいて、パチプロになって・・・

その後カラオケ屋で・・・
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そして2014年東京
で開業し、治療をし
つつ、僕のやり方を
教えて欲しいという
方にお伝えしてます。

就職雑誌で 
接骨院を見つけて

資格を取って院長に

取り入れたら、 
どんどん患者さんが 
改善されていく！
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あの・・・ 
新井先生が凄すぎるから出来るんじゃ…。 
他にも出来る人、いるんですか？

もちろん、北海道から沖縄まで２００
人くらい受けてる人がいるよ。 
日々スキンドライブを実践している人
たちから感想もらったからご紹介しま
すね。
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スキンドライブ実践者の声

スキンドライブシステムを学び、それを実
行する事で心身ともにかなり鍛えられまし
た。身体つきも周りの人が分かるくらいしっ
かりしましたし、精神的な脆さも克服しま
した。汎用性の高さゆえ「どんなことにも
対応可能」なスキンドライブは人類が抱え
る全ての悩み、不都合に対応できます。こ
れからもやり続けることで自分や周りの人
がどう変わって行くのか楽しみです。

メディカルサロンいやさか 大畑 アントン 洋介／大阪府

これまでは視覚や言葉のみにばかり偏り
気味だったコミュニケーションですが、
生き物にならだれでも備わっている原始
的な非言語コミュニケーションが取れる
ようになってきた事によって、より相手
の伝えようとしていること、こうなりた
いと思っている事が無意識に分かるよう
になってきて、日々の施術、友人や家族
との会話もよりスムーズで楽しいものに
なっています。

ようこ接骨院　清野 陽子／宮城県

精神的な脆さも克服しました

非言語コミュニケーションが取れるように
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スキンドライブを使い続けると自分が落ち着いて
いくのがわかります。同時に視野が広がるという
実感があります。治療はもちろんですが、興味が
あるものの上達速度が速いということ。心が強化
されるので「なんでもできる」という自信を持っ
て物事に取り組めることが大きく変わりました。
空想の自信ではなく、身体の鍛錬も同時に行うの
で心と身体から滲み出る自信というのでしょうか。

そんな心と身体の鍛錬を続けていると新しい発見
が多くなり、とても楽しい日々を過ごしています。

整体SMILE   小野 正樹／北海道

スキンドライブシステムを知り、今までな
んとなく…それこそ肌で感じていただけの
ものが、科学的に説明できるようになった
ことで、腑に落ちるようになり、意識的に
使いこなせるようになったと感じています。
自分がなんとなく感じていただけの事柄の
背中を押してくれる、それがスキンドライ
ブですね。

畝傍カイロプラクティック　坂田 大将 英輝／奈良県

「なんでもできる」という自信を持って 
　物事に取り組める

肌で感じていただけのものが、 
科学的に説明できるようになった

スキンドライブ実践者の声
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偏った考えではなく、法則を学ぶことによ
り、迷いがなくなり、生きることが今ま
で以上に楽しくなってきました。そして、
シンプルにやるべきことを伝えてもらえ、
それを継続することで人間成長でき、家
庭、仕事、遊びなど全てのことに活かすこ
とができています。頑張らないで、快適な
状態で過ごす生き方、これからも継続して
いきたいと思います。

リハビリ・コンディショニングサロンわか☆いち　笠松  尚悟／和歌山県

スキンドライブシステムと出会い、アロマ
テラピストとしての技術の向上だけでなく、
接客や人としての立ち振る舞いなども勉強
させて頂いてます。
普段の生活の中でも取り入れることがで
き、楽しい毎日を過ごすことができてい
ます。
治療家だけでなく、一般の人にもオスス
メです。

ノリの部屋　加室徳子／大阪府

迷いがなくなり、生きることが 
今まで以上に楽しくなってきました

技術の向上だけでなく、接客や人としての 
立ち振る舞いなども勉強させて頂いてます

スキンドライブ実践者の声
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スキンドライブを学んだことにより、今までの
自分の固定観念を見事なまでに破壊されました。
今までは一日の終わりはぐったりし、体力を使
い果たす感じでしたが、今では力みも消え、ど
んなに仕事をしても元気一杯です。
自分の状態を「いい感じ」に快適にし施術を行
うことで今までより余裕を持って施術を行える
ようになり、患者様の変化にもいち早く対応出
来るようになりました。
今後も地道に続ける事でどの様な変化が起きる
のかが楽しみです。

よつば接骨院　立石公輔／埼玉県

人見知りがひどく初対面ではなかなか会話が進ま
ず知り合いのいない場所には自分から進んで行く
ことはありませんでしたし、そういった場合は自
分を「作り」、「演じる」ことをしていました。
スキンドライブシステムを知ってやり続けること
で作り、演じることは必要なくなり自然体でその
場になじむことができるようになりました。施術
家として相手が感じていることや思っていること
をこちらが先に感じて、察することで相手との信
頼関係の構築がスムーズになった気がします。

患者様の変化にもいち早く 
対応出来るようになりました

ゆうだい整骨院／abc整体スタジオ泉佐野イオン日根野店　　山田 雄大

相手との信頼関係の構築が 
スムーズになった気がします

スキンドライブ実践者の声
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スキンドライブを学んだことで、施術はもちろ
んのこと日々の生活まで全てにおいて変化が起
こりました。
日本人として生きていく上で本来持ち合わせて
いる能力を思い出させてくれる貴重な場だと思
います。おかげさまで詐欺みたいな誘いが来て
もすぐにわかるようになりましたw
これからも継続していくことでより自分に沁み
こんで来た時にどう深くなるのか楽しみです^ ^

こはら治療院　小原大作／岐阜県

以前は自分が正しいと思ったことを押し通し、
他人とぶつかり合うこともしばしばありました。
スキンドライブシステムを学んでからは、相手
とぶつからない、柔らかいコミュニケーション
がとれるようになりました。スキンドライブを
利用したコミュニケーション術は施術の枠を超
え、人や動物相手の仕事、身体を使うあらゆる
職業の方におすすめです。スキンンドライブを
学んでからは、日常生活が楽しみになっていま
す。

ながれ整体院　上城戸 太也

本来持ち合わせている能力を 
思い出させてくれる貴重な場

相手とぶつからない、柔らかい 
コミュニケーションがとれるように

スキンドライブ実践者の声
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異常な汗かきで悩んでいましたが、スキンド
ライブシステムを学び、その悩みも随分解消
されて来ました。

俯瞰的かつ冷静に「自分の状況」が分かるよ
うになり、今自分がどうすればいいのかを判
断できるようになりました。

教えていただいたことを実践するとこで、日々
変わっているのを実感します。

ながなわ出張整体院    長縄光平／兵庫県

今自分がどうすればいいのかを 
判断できるように

スキンドライブ実践者の声
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なんかみんな楽しそう！！ 
僕もできるかな・・・ 
やってみたいかも・・・！！！

基礎セミナーで学べるよ！ 
詳しくは次のページ見てね。
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スキンドライブ基礎セミナー
１日でスキンドライブの基礎をマスター！

心（自己暗示）　　体（呼吸・姿勢・動き）　　治療
・出来ない思考を解除していくこ
とで治療効果が上がる。そのため
には【自己催眠】が有効。基礎セ
ミナーでは、1分間呼吸法という
強力な自己暗示法を入れるからこ
そ作用する【自己催眠】を提案

はじめにスキンドライブを活用していくために必要な生物学・解剖学・生理学などの
人体の構造に関する基礎的な知識を座学にて学んでいただきます。 

次にスキンドライブのデモンストレーションを体感していただき座学での知識と体験
とを繋げていただきます。知識と体験がつながる事で納得し、自分のものになる、い
わゆる「腑に落ちる」状態になります。 

そして最後に実際にスキンドライブを活用できるようワークにて練習していきます。
ワークを繰り返し、参加者それぞれが使いやすいコツをつかんでいただきます。

座学

体感

ワーク

＜概要＞

・日本人古来の姿勢と呼吸を学び、より
【心地良い状態】へ
・【心地良い状態】でいるだけで自分の
自然治癒力が発揮され自己治療可能
・時代の変化に応じ、スポーツが得意に
なる西洋系の姿勢と動作の提案
・「優しい動き」「華の動き」をワーク

・スキンドライブを使っ
た気功のような治療法
を体感して頂き、ワー
クで練習していただき
ます

http://skin-drive.com/seminar
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著者プロフィール

新井　洋次 

Hirotsugu Arai 

中野アライブセラピー院長 
スキンドライブシステム創始者 

28歳までにテレビ業界、パチプロ、カラオケ屋、製本業など 
数々の職種をこなす。29歳で治療院業界に入り修行するなか、 
34歳で整骨院の院長を任される。  
 
その後は東京中野にて中野アライブセラピーを開院。 
 
たくさんのセミナーや教材で研鑽を積み、物理的な手技療法や 
数々の武術を学んでいるうちに、何をしても同じ効果が 
でることに気づきながら  
 
山口創先生、傳田光洋先生などの皮膚研究第一人者に影響を受けて 
独自の視点で手技療法を捉え始める。 
 
さらに中学生の頃から物理学に興味があり、 
量子力学が手技療法と関係性があることにも気づく。 
 
そこから催眠、ヒーリング、気功などのノンタッチ系の手法などを 
幅広く学び全てを統合し、ヒーリングがなぜ身体に対して 
影響があるのかを皮膚を通して科学的な仮説に基づき 
説明できることを、治療家としてはじめて公開する。 
 
これを体系化させたスキンドライブシステムは 
たくさんの臨床家を納得させるものとなる。 
 
臨床例では、数々の難治性の疾患を改善の方向に向かわせつつ、 
スキンドライブシステムをたくさんの人々のために講演し続けている。 
 
やりたいことは、  
 
「全人類を引っ張り上げて進化させること」
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スキンドライブの本当のメリットとは？
スキンドライブをやり続けることで自分、家族の人生、 
当然のことながら、患者さんの人生も良くなります。 

以前、実際におこった話ですが、 
職場であまり関係が良くない同僚がいる、 
という患者さんから相談を受けたことがあります。 

この患者さんにスキンドライブを試した結果、 
患者さんが「いい音」を出すようになり、 
その同僚に「いい音」が共鳴し、関係が改善されてきたと。 

つまり、スキンドライブの本当のメリットは、 
患者さんの身体が改善されることで、 
精神的苦痛から解放されることはもちろん、 
患者さんの人生を豊かにすることにつながる事です。 

この話からも私たちは常に、因果法則で生きているということです。
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スキンドライブは治療の枠にとどまらず 
患者さんの人生を豊かにするピース
分け合う事でエネルギー（スピ的な物でなく、 
位置エネルギーや熱エネルギーなどのちゃんとしたもの） 
が移動する事でお互いにいい関係性となり【生きる】事ができます。 

私たちと患者さんなら、私たちはお金という足りないパーツをもらい、 
患者さんは治癒というパズルのパーツをもらう。 

患者さん1人だけでは治癒のパズルのパーツが足りないから、 
最後のパズルのピースをもらいにウチら治療家の所に来る。 

僕の持ってるパズルのピースが、ある患者さんの最後のピースになる。 
スキンドライブを通じてこのピースをもっと、もっと、 
世の中に広めていくことで、 

楽しい人が増えるようにしたい！ 
楽しい人が増えれば増えるほど、勝手に地球が良くなるようにしたい！ 

そんな世の中にしていきたいと思っています。　　　　　新井　洋次 
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