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第４話 

史上初！ 

体の内面も外見も健康で美しく、日本人を若返らせ、 

日本をもう一度再生させるプロジェクト 

『健脳‐リバースエイジングプログラム‐』全貌公開！ 

 

 

柳田：皆さん、こんにちは。大谷翔平です。すみません。柳田厚志です。 

 

南：皆さん、こんにちは。アシスタントの渋野日向子です。よろしくお願いします。

南恭子です。46歳です。 

 

長谷：皆さん、こんにちは。佐藤龍平です。 

 

柳田：すっぽけましたね。 

 

長谷：しゃべったきりの佐藤龍平です。このうち出てくると思いますので。どうも長

谷です。52歳です。 

 

柳田：押してきますね。ということで、長谷先生、南さん。いよいよセッション 4 で

す。最後のセッション 4ということで。 

 

南：全貌公開ですね。いよいよ。 

 

柳田：全貌公開です。いよいよ。 

 

長谷：そうですね。楽しみな人、多いんじゃないですかね。 
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柳田：いや本当に。これ、でも皆さん期待してください、これ。本当にすごいプログ

ラムになってますので、もう期待していただいて、期待を超える内容になってると思

います。で、セッション 3 公開してからもすごい反響で、コメントもたくさんいただ

いておりますし、更に、プレセミナーのほうもたくさんの方、来ていただいてるんで

すけれども、今回見たら、すごいなというふうに更になっていただけると思います。 

 

南：来ないわけにはいかない。 

 

柳田：いやもう、南さんもついに覚悟を決めたと言ってましたが、来ていただけるん

でしょうか。 

 

南：はい。 

 

柳田：さおりさんに負けないように。 

 

長谷：写真集、持参で。 

 

柳田：写真集。 

 

南：ないない。 

 

柳田：誰か、多分、受講生が持ってくると思います。 

 

南：ないない。 

 

長谷：西村先生はもう買ったらしいですよ。 

 

柳田：買った。 

 

南：怖いから。 

 

柳田：じゃあサインをしてあげてください。 

 

長谷：サインねだられたらどうします？ 
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南：じゃあ、ちょっとハンコでも持ってこうかな。 

 

柳田：きょう時間ないんですよね。 

 

南：ないんですよ。 

 

柳田：ということで皆さん、盛り上がったところでスタートしていきたいというふう

に思いますけれども… 

 

南：健脳リバースエイジングプログラムプレ講座です。 

 

柳田：今回が最終話ということになりますけども、テーマ、こちらです。 

 

南：史上初。体の内面も外見も健康で美しく。日本人を若返らせ、日本をもう一度再

生させるプロジェクト。健脳リバースエイジングプログラム、全貌公開です。 

 

柳田：いよっ、ということですね。ということで、この後ね、たっぷりとお届けして

いきますが、その前に、ちょっとすみません。いつものこのお知らせで申し訳ないん

ですが、もうプレ講座、残りわずかですか。 

 

南：プレセミナーと先行募集の説明会のご案内です。8 月 21 日と 22 日。会場からご

参加いただけます。こちら、定員 20 名さま限定で、場所は銀座を予定しております。

そしてこちら、なんと、通常 1 万円のところ、2000 円にてご提供させていただきます。 

 

柳田：そろそろ値上げしたいんですけどね。一応最後まで、この価格ということで。

ありがとうございます。もうこれね、既に終わった回も大好評ですし、Zoomも大好評

で。またちょっと、最新情報は皆さん、こちらのページをご覧いただきたいと思うん

ですけれども。これも来ないと損ですよね、先生。 

 

長谷：だいぶ、この値段だと多分、他の…。 

 

柳田：あり得ないですから。 

 

長谷：他の値段から見ると、まじ？って感じです。多分。 

 

柳田：本当に安いので。で、先行募集ということで健脳の本講座、この後、説明する
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本講座の先行募集はもうしてるんですけれども、続々と入っていただいておりますの

で、できればこっち来たほうがお得ですので、ぜひ、直接ですね、来ていただいて、

もし何か質問があれば、直接先生たちにしていただければと思っております。そして

… 

 

南：公式 LINE のお友達になると、あなたの若返り指数が分かる健脳診断ができます。

詳しくは、このページにあります、健脳公式 LINEの登録方法をご覧ください。 

 

柳田：南さん、どうでしたか。 

 

南：ちょっとここでは言えません。 

 

柳田：言えない。本講座で頑張りましょう。 

 

南：はい。 

 

柳田：さあ、ということで、第 4 セッションですね。お届けしていきたいと思います

が、なんと、ここに出てるとおり、9月より開講です。 

 

南：9月からいよいよですね。 

 

柳田：このコロナ禍で、やっぱり健康とか、われわれがやってる健脳の大事さってみ

んな分かってると思うので、できれば全国民に受けてほしいんですけれどもね。 

 

長谷：オンラインでもね。 

 

柳田：本当に思います。世界中どこいても、オンラインだと受けれるので。ぜひこの

スキル、そして哲学、知識、身につけていただきたいと思っておりますけれども、ど

ういったものかというのを、南さん、こちらお願いします。 

 

南：健脳リバースエイジングプログラムとは、心身を内面と外見から健康に美しく若

返らせ、才能や潜在能力を引き出す哲学と栄養学。クラニアルと内臓のセルフケアス

キルを学び、身につける 4カ月間のプログラムです。 

 

柳田：4カ月で。一番のメインは脳。 
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長谷：そうですね。クラニアルって頭蓋骨って意味なんですけど、そこが一応メイン

で。あともう一つの柱が栄養ですね。 

 

柳田：栄養。そして、内臓もやっていただけるし、エネルギーもやっていただけるし、

そこの根底にやっぱり哲学。 

 

長谷：そうですね。考え方ですよね。健康哲学とか健脳哲学ですかね。これをですね、

今回ぜひですね、学んでほしいですね。 

 

柳田：一番、長谷先生はやっぱり哲学、大事にされてますよね。 

 

長谷：そうですね。やっぱり考え方の部分とかそういうものがないと。やっぱり迷っ

ちゃうんですよね。で、先ほどコロナの話もありまして、家にいてね、ネットを多分

見る機会が多くなったっていうことは、それだけ、いい情報ばかりではないので、ガ

セの情報とかどうでもいい情報が結構入ってきますので、それをだから、見分ける力

も必要になってくるんじゃないかと思いますね。 

 

柳田：なるほど。そういったことにも惑わされないためにも、正しい… 

 

長谷：正しい知識と、考え方ですよね。 

 

柳田：いうことですね。これを 4 カ月で身につけていただきます。どういう講座かっ

ていうのもね、ちょっとこの後ご説明していきますが、まずこれ、ご理解ください。

そしてこちらですね。 

 

南：健脳リバースエイジングの方程式です。健脳年齢＝年齢×脳×内臓×栄養分の 1。 

 

柳田：これはセッション 3 でたっぷりと長谷先生にお伝えいただきましたが、われわ

れがこの本講座で目指すのは、最低といいますか、最低マイナス 10 歳以上になってい

ただくと。 

 

長谷：そうですね。マイナス 10歳にできればなっていただきたいと。 

 

柳田：いうことですね。なので、この一番、分母の部分ですね。脳、内臓、栄養って

いうところを改善していきながら、健脳年齢、内面と見た目の年齢を若返っていただ

くということで、南さんも参加予定だと。 
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南：目指せ 30代。 

 

柳田：一回、こうなりましたけどね。また上がって今、徐々にまた来てるので。いう

ことですね。ちょっとですね、分かりやすくこういうグラフにしております。南さん、

お願いします。 

 

南：クラニアル×内臓×栄養×エネルギーで健脳、健康、リバースエイジングを網羅し

ます。 

 

柳田：これ、4 カ月での講座内容で、大体の目安だと思うんですが長谷先生、こちら

いかがでしょうか。 

 

長谷：前から受けてる方も見てると思いますけど、前は多分、内臓が 80%。それくら

いだったと思います。で、徐々に徐々にクラニアルとかエネルギーとかそういうもの

が入ってきてですね、クラニアルって、ちょっと難しい感じするんですけど、実際そ

んなに難しくはないので、気軽に受けていただいて、どんな方でも、変な予備知識が

ない人のほうがわりとすんなり入ってできちゃいますので。 

 

柳田：あのセッション 2 でやったように、本当に分かりやすいといいますか、佐藤先

生のやつのときに。南さんも小顔になってましたけれども、覚えてますか。 

 

南：覚えてますよ。 

 

柳田：なんかもう、やる気がない感じですけど。 

 

南：これですよね。覚えてますよ。 

 

長谷：ガソリンが足りないんじゃないですか。 

 

柳田：もう飲みたくて仕方がない。 

 

南：だんだんちょっとね、日も落ちてきて。 

 

柳田：でも、きょうは帰らないといけないので。それをたっぷりとやっていただける

ので。 
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長谷：そうですね。佐藤先生中心にね、クラニアル。栄養のほうもね、彼はやるんで

すけど、それ中心に。リアルの、フィジカルのほうはね、ある程度、実技重心でやっ

ていきますのでね。 

 

柳田：これは本当に、去年までの方が見たら、えっていう感じだと思うんですが、全

て網羅しつつ、一番皆さんのリクエストのあったクラニアルを中心にやっていただけ

るというのが、今回の講座の特徴ですね。そしてビジョンいってみましょう。 

 

南：人生 100 年時代を迎える中、社会全体の健康に対する哲学とスキルをアップデー

トし、細胞レベルから若返らせることにより、日本人の持つポテンシャルを呼び起こ

し、明るい未来の創造に貢献する。 

 

柳田：ということで、こちら、前回も最後、長谷先生からメッセージいただきました

が、今回も一度、やっぱり一番大事なところなので、一言いただけますか。 

 

長谷：これからね、すぐには多分、例えば環境問題とかね、良くならないと思うんで

す。活動はしていますけど、それまでにですね、体がやっぱりちょっと衰えちゃうと、

意外とね、ガクッと来る人が多いんですよね、急に。ガクッと来ちゃう人が多いんで、

それを避けるためにもですね、日々、ちゃんとした知識とですね、あとセルフケアで

すね。あと栄養ですよね。その辺をですね、身につけていただきたいなと思いますね。 

 

柳田：多分、人類史上と言いますか、日本の中でも歴史上、一番今、皆さんがこうい

う健康とか体に取り入れるものとか、そういったものに敏感になってる時期かなと思

うんですけど。 

 

長谷：そうですね。こういう時代だからこそ、こういうものは必要なんじゃないかと

思いますね。 

 

柳田：ついに来たかという感じですね。 

 

長谷：そうですね。前からやってたんだけど。広まるともっといいなって感じですね。 

 

柳田：そうですね。ということで、この健脳にはですね、どういう方に参加していた

だきたいかということなんですが、私はどうなんだろうっていう方もね、ちょっと見

ていただきたいんですが。 
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南：ずばり、リバースエイジングしたい。健康寿命を延ばしたい。認知症、アルツハ

イマー病などの予防・改善をしたい。集中力を持続して仕事、勉強の効率をあげたい。

記憶力をアップして、資格や試験の合格率を上げたい。毎日やる気に満ち溢れた自分

でいたい。心身ともにストレスが少なく、軽やかに生きたい。体の不調や痛みを改善

したい。クリエイティビティを発揮したい。肌のハリツヤを良くしたい。睡眠の質を

高めたい。子どもの能力をアップさせたい。潜在能力を開花させたい。 

 

柳田：いいですね。 

 

南：いいですね。 

 

柳田：どれが当てはまりました？ 

 

南：全部ですね。 

 

柳田：さすが、欲張りですね。 

 

長谷：即答ですね。 

 

南：はい。 

 

柳田：これはもう、皆さんどれか当てはまるとは思うんですが、でもやっぱ、一番の

司令塔だけに、全てに効果あるという感じなんですかね。 

 

長谷：そうですね。やっぱり脳を健康にするってことは、それだけ効果が高いってい

うことでしょうね。 

 

柳田：なのでこれ、どれか皆さん当てはまると思うんですが、一つでも当てはまった

ら来てほしいですよね。 

 

長谷：そうですね。どれか一つを極端に上げるというよりは、全体的にこのバランス

良く、全てのものが上がっていくようなイメージを持ってもらえるといいですよね。 

 

柳田：あとは、やっぱりこれね、闇雲に上げてるんじゃなくて、これまでの講座を受

講していただいた方は分かると思うんですけど、確かに、多分効果ありそうだなって
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いう感じもね、分かると思うんですよ、真面目に受講された方は。なので、そういっ

た意味でもぜひですね、私としても本当に、経営者とかビジネスマンの方とか、やっ

ぱり例えばお金儲けとか、稼ぐとか、マーケティングとか、そういうことには食いつ

く人も、できればこういう土台のところをまず学んでいただくことで、それら全てに

いい影響がありますので、そういった意味で、この辺りを学んでいただきたいなとも

思っておりますね。 

 

長谷：そうね。特に向こうのやつを勉強してると、結構やっぱり理論的なんですよね。

だからマーケティングとかも、必ず統計とか数学入ってきますので、それをだからち

ゃんと、マーケティングとか投資ですよね。そういう、ちゃんと学ぶときに、数学学

ぶときに、やっぱ脳がちょっと衰えてると、やっぱり、スピードに差が出てきますの

で。そういった意味でも、お金、ビジネス系ですよね。そっちの能力上げたい人にも

ですね、是非参加していただきたいですよね。 

 

南：いやこれ本当に、主婦の方とかも、あとお子さんがいらっしゃる方とかにもいっ

ぱい当てはまるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり、子どもの能力をアップ

させたいとかって、子どもが小さいうちからこそ、やっぱりやりたいことじゃないで

すか。ですし、子どもの潜在能力を開花させてあげたいなって思うの、やっぱり親心

じゃないかなと思うので、ぜひお待ちしております。 

 

柳田：そうですね。これまでは、内臓に手当とかやってましたけれども、今回は更に

そこに、頭にケアしてあげるとか、お子さんも含めて。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：という形ですよね。いいですね。 

 

南：いいですね。肌のハリツヤ。 

 

柳田：そこですね。大事です。 

 

南：大事です。 

 

長谷：女性は特にね、大事ですよね。 

 

柳田：内面から美容液が出てくる。 
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南：最高ですね。 

 

長谷：フェロモンも出てくる。 

 

柳田：エロくなる。 

 

長谷：エロくなる。 

 

柳田：これで受講いただいてどうなるのかということで、こんなことが身につきます

というのもちょっとご紹介します。 

 

南：門外不出のクラニアルと内臓セルフケアスキルの伝授により、現在と未来の自分

の脳・カラダをいつまでも美しく健康にすることができ、エイジングや健康を害する

あらゆる問題から防衛できるようになります。自分自身だけでなく、家族や友人など

にも施術することにより、健脳、健康にすることができます。脳、内臓、栄養に対す

る正しい哲学、知識を手に入れることにより、健康と美容に関する情報の取捨選択が

できるようになります。セルフケア方法や健脳や栄養の考え方などの哲学を周りに伝

え、広めることができます。スキル次第では、セルフケアの講座を開催することも可

能になります。 

 

柳田：いいですね。まだあるんですが、まずこちらのところなんですけども、どれも

いいですよね。どれがいいですか。 

 

南：どれがいいですかね。やっぱ 2 番目ですかね。自分自身だけじゃなくて、やっぱ

り自分が学ぶだけじゃなくて、家族とか友人にもそれを共有できるじゃないですか。

それはいいなと思いますね。 

 

柳田：あとやっぱり、今回も本当に、特にずっと言われてた門外不出のクラニアルテ

クニックというのを、われわれ、一般の人にも出してくれるということなので、そこ

がやっぱり、僕らからするとずっとやってきて、ついにやってくれるんだっていうこ

との喜びがありますけれども。 

 

長谷：そうですね。前々からね、興味持ってる人、非常に多かったんでね、クラニア

ルに関しては。ある意味、だから可能性が結構広がりますよね。内臓だけでも結構、

効果がね、あったっていう声は多かったんですけど、今回、だからクラニアルの割合
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が結構大きいので、楽しみにしてもらいたいです。 

 

柳田：楽しみですね。そしてこちらですね。 

 

南：一般の方の健康や意識が上がることにより、それに対応できない治療家の意識も

上がる。この相乗効果により、社会全体の健康と健脳とリバースエイジングの底上げ

になります。認知症、アルツハイマー病、メニエールなど、首から上の症状をはじめ、

肩こりや腰痛などの一般的な症状、不妊やアトピー、アレルギーから難病まで対応で

きるようになります。治療家が受講する場合、今持っている技術を飛躍的に伸ばすこ

とができます。手の感覚や治療の考え方が改革されるためです。クラニアル、内臓を

軸としてセルフケアをすることで、誰にでも分かりやすく、治療の汎用性を出すこと

ができます。 

 

柳田：ということで、これは治療家向けも含めてだと思うんですけれども。 

 

長谷：そうですね。治療家の方も興味持ってね、来ていただくといいと思いますし、

治療家じゃなくてもね、一般の人でもですね、分かりやすいように佐藤先生とか、西

村先生を中心にですね、講座を展開していきますので、どんな方でも受けていただく

と。もちろん、80、90でも遅くないと。 

 

柳田：ですね。特に、先生もおっしゃってましたけど、首から上の症状に対しても今

回、クラニアルということなので、効果を出せると… 

 

長谷：そうですね。メニエールも結構、やっぱり女性とかね、結構多いらしいので。

あと、アルツハイマーとかね、それになるんじゃないかっていう、やっぱり一番怖い

ですよね、家族を忘れちゃうとかね。そういう恐怖心みたいのがね、結構ストレスに

なりますので、それをだから、ちょっとでも緩和できるだけで、将来、だいぶ変わっ

てくると思いますよね。 

 

柳田：なので、これはご家族にそういう可能性がある方とか、あるいはご自身の要望

という意味でも、ということですよね。ということなので、前回見せたこの図、もう

一度ご覧いただくと、あらゆる不調に効果があるよということですよね。南さん、全

身、全部というふうにちょっと言ってましたけど。 

 

南：ここで全部は言ってないですよ。 
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柳田：ここじゃなかったでした。 

 

南：ここは全部じゃないけど、かなり当てはまりますね。 

 

長谷：これ全部ってすごいですね。 

 

南：もう、だいぶやばいです。これ全部は。 

 

柳田：でも、これだけ見るとすごいですよね。何かしら皆さん、どっか不調はあると

は思うんですけれども、どこかしら対応できるということですよね。 

 

長谷：そうですね。特定の症状というより、全体が良くなって結果的にこれが良くな

るっていうイメージしてもらうといいですよね。 

 

柳田：ということなんですが、続いてですよ。これ実際、本当にそうなの？っていう

方もいらっしゃると思うので、過去の受講生でこういうふうになりましたというのを

ちょっと、これもね、ちょっと挙げきれないんですけど、幾つかにまとめております

のでご覧ください。 

 

南：一つ目から、肌ツヤがよく若々しくなったと言われるようになった。吹き出物が

できにくくなった。これ、他の人から言われるっていうことはもうね、自分が感じて

るだけじゃなくて、周りの人も認めてるってことですもんね。 

 

柳田：ですね。素晴らしいですよね。これ、特に内臓系のあれかもしれませんけれど

も、すごく改善された声が。 

 

長谷：そうですね。一昨年来られた方も、なんか、懇親会とかでね、話聞くと、2、3

人いましたよね。でも、なんか皆さん、なんか、60代でしたよね。もっとか。70代で

したよね。で、肌が綺麗になったとか言われるようになったって、すごい喜んでまし

たよね。 

 

柳田：いいですね。今回、そこに結構特化もしてますので。リバースエイジングとい

うことで。 

 

長谷：そうですね。 
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柳田：ますます言われるんじゃないかと。 

 

長谷：フェロモンが出ちゃいます。 

 

南：ちょっと私、下から三つ気になってるんですけど。日中の眠気が大幅軽減、これ

はすごくいいんですけど。晩酌、酒が要らなくなった。えぇー。 

 

長谷：もちろん、逆の人もいますよ。お酒が美味しくなったとか。 

 

柳田：食事が美味しくなったとか。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：それももちろんありますよね。 

 

長谷：がっつり飲めるようになったとか。 

 

柳田：ナパ（赤ワイン）じゃなくても良くなったとか。 

 

長谷：もともとガッツリ飲んでる人を横にして言うのもあれですけど。あと、次の日

に残んなくなったとか。 

 

柳田：いいですね。 

 

南：いいですね。 

 

長谷：そういう、結構多いですよね。 

 

柳田：あと内臓が動き出してみたいな。正常に機能してということで。いや、すごい

ですね。今回、これに加えてのなので。更に成果楽しみですし、これ、ちょっとそう

いう分かりやすいあれですけど、長谷先生の言葉借りると、やっぱり症状改善だけじ

ゃないところですね。 

 

長谷：そうですね。結果的にこれが良くなってきたなっていう感じだったと思います

ね。 
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柳田：もう十分実績も出てるものになります。で、私から見ても、今回史上最強かな

と思ってますので、楽しみにしていただきたいと思うんですが、今回ですね、特徴を

四つにまとめてますのでご紹介します。どうぞ。 

 

南：特徴 1。日本最高の治療家、長谷澄夫と、カリスマ治療家チームが 40 万人の臨床

と最先端の研究を組み合わせ生み出した、インテリジェンスとセルフケア手技を一般

の方も使えるように伝授します。 

 

柳田：これ、何度も言ってきましたけれども、やっぱり大きいと思うんですよね。こ

の価値っていうの、やっぱりちょっと、もうちょっと伝わるといいなっていうか。30

年間で 40万人見てきた上でのいいとこだけを伝えてくれるみたいな、とこですよね。 

 

長谷：そうですね。やればやるほど、教え始めたのが 5、6年前ですかね。それもだか

ら、やればやるほど進化していきますんで。 

 

南：一般の人でも使えるようにって、すごいですよね。 

 

柳田：その後ろにある歴史をぜひ感じてもらって、この価値をぜひ感じていただきた

いと思います。そして、続いてこちらですね。 

 

南：特徴 2 です。これまで大変なリクエストをしていただきながら、一般に決して公

開してこなかった門外不出の長谷式クラニアルテクニックを、ありえない受講料で伝

授します。 

 

柳田：すごいですね、煽りが。これ南さんが作ったんですか。 

 

南：あれ？ 酔っ払って作ったのかな、私。 

 

柳田：でも、ちょっと大げさに書いてますけど、これだけすごいっていうことなんで

すよね。 

 

長谷：脳が光ってますもんね。 

 

南：輝いてます。 

 

柳田：なので、今回初めてクラニアル中心にやりますし、受講料もこれね、びっくり
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するんじゃないかなと思います。そして三つ目。 

 

南：特徴 3 です。間違いだらけの栄養に関するインテリジェンスを、最高レベルの水

準でご提供します。 

 

柳田：こちらは、もちろん佐藤龍平先生も教えてくれますけれども、長谷先生。 

 

長谷：そうですね。栄養の特別講師として、薬学博士のね、ちょいちょい名前出てた

と思うんですけど、竹中社長をお呼びしています。 

 

柳田：竹中博士って呼んだほうがいいんじゃないですか。 

 

長谷：どうですかね。一応なんか、社長だから社長でいいみたい。 

 

柳田：そうですか。 

 

長谷：社長ですけど、普通、営業は社長がやるんですけど、営業とかそういう、なん

か、ほぼ研究者なのに、他の人がそういう営業とかをやって、社長は学会に出たりと

か、論文を書いたりとか、そういうのしかやってないですね。 

 

柳田：でも、ここが本当に最高峰のと言いますか、栄養に関する講義が聞けるという

ことで、楽しみですね。そして最後ですね。 

 

南：特徴 4 です。日本最高の治療家、長谷澄夫と、カリスマ治療家チームが毎回何十

人も参加し、徹底サポートします。だから、できない、分からないがない。呼び出す

わけですね。 

 

長谷：呼び出します。ラストオーダーでね、またパスタ 9皿頼んで…。 

 

柳田：それはちょっと、安いところに行こうかなという感じですけど。でも、この価

値がですね、やっぱり、特にリアルで参加される方には分かっていただけるんですけ

ど、毎回、ものすごい先生方、呼び出し食らって、休みに。更に、他の受講生の先輩

と言いますか、そういう方々も来られるんですっけ。 

 

長谷：そうですね、受講生の先輩も。スクールを卒業してサポートでね、入ってくれ

る人が。そこの、前は結構ランダムに選んでたんですけど、最近はだから私が選んで、
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呼び出しをかけてます。 

 

柳田：本当に、なので、例えばそこに書いてある、できないとか分からないってない

ように、ほぼ手厚いサポートで教えてくれるということ。これもね、本当に、ぜひ伝

わるといいんですけど本当にすごいんですよ。みんな、呼び出し食らって休んでこら

れてますから。このために、皆さんのために。 

 

南：だって、その場で解決して。 

 

柳田：いけるので。 

 

南：いけるってことですもんね。 

 

柳田：以上、特徴四つお伝えしてきました。楽しそうですね、もう本当にね。続いて、

本講座の講師陣についてご紹介していきます。まずは、なんといっても長谷先生とい

うことで。これもう、長谷先生、今回はたっぷりと。 

 

長谷：そうですね。毎回来てですね、参加者とちょっと密にコンタクト取って、どこ

が分かんないとかね、そこが結構重要なんで、なんとなく分かったなで終わりにしな

いで、ちゃんと、だから分かるまで。 

 

柳田：教えていただける。 

 

長谷：そうですね。私でもいいですし、サポートでもいいですし、ガッツリ聞いてで

すね、どこがどう分かんないかっていうのが。全部分かんないとかって言われても、

それは多分ブチギレますけど… 

 

柳田：これでも、長谷先生に聞いてもいいんですか。 

 

長谷：いいです。(ピンポーン)。 

 

柳田：ちょっとオーラを消しといていただけると、普通の人も話しかけやすいと思う

んで。 

 

長谷：そうですね。後ろからスッと。 
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柳田：あんまり出してると、みんな怖がってきて。 

 

南：いやなんか、あんまり言うと、何その虫ケラみたいな質問とか言われちゃいそう

で怖いじゃないですか。 

 

長谷：その場合は質問の仕方をちゃんと教えますんで。 

 

南：指導が入るんですね。 

 

長谷：具体的にどこが。逆にこっちが質問すればちゃんと答えるんですよ。全体が分

かんない、こっちが何が聞きたいかも分かんないだと、ちょっと教えようがないんで。

どこがどう分かんないんですかと、多分、ガッツリ聞きますんで、こっちも。 

 

柳田：しっかり受講して、分かんないことはしっかり聞いていただければ、全然、長

谷先生はじめ、皆さん教えてくれますので。で、もう一つ言うと、本当に長谷先生が

これだけ登壇される回、機会っていうのはほぼないですから。特に一般向けっていう

のはもう本当にないですから、ぜひ、楽しみにしておいてください。続いて、こちら

です。こちらの方、竹中社長ということで。 

 

長谷：そうですね。何回か名前に出ている。 

 

柳田：出てきましたね。本当に薬学博士、医学博士ということで、社長といったらそ

ういうビジネスマンとしてももちろんあれなんですけれども、バックボーンとしたら、

やっぱりそういう研究者で…。 

 

長谷：そうですね。どっちかっていうと、ほぼ研究とか、学会のね、評議委員とかそ

ういうのもやってますんで、論文を審査したりとか。普通はだから、あんまりしゃべ

れない、話しかけられないような人ですけど、気さくで、去年ゲストで来ていただい

てお話をね、したんですけど。 

 

柳田：本当に面白い方で、いじらせていただきましたけど。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：そんなすごい方ですね、やっぱね。 
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長谷：そうですね。うちのマイクロアルジェのグループでは、もう本当にだから神様

みたいな。 

 

柳田：神が何人いるんですか。 

 

南：神様。みんな神様。 

 

柳田：いう感じですけれども、やっぱり長谷先生とのご縁で今回、栄養などに関して

は受け持っていただけるということで。 

 

長谷：そうですね。やっていただきます。 

 

柳田：これもすごいですからね。 

 

長谷：オヤジギャグがちょっと高度なんで。 

 

柳田：オヤジギャグだけは笑うようにします。 

 

長谷：笑うようにしてあげると。 

 

柳田：さあ、そして、これまでのプレセミナーでも、プレ講座でも出ていただいた先

生方になりますけれども、まずはこちら。柳田厚志先生じゃなくて、佐藤龍平先生で

す。佐藤先生なんですけれども、長谷先生から見てどういう先生になりますか。 

 

長谷：そうですね。非常に真面目ですし、やっぱフォローというかですね、私が足り

ない分を普段よくフォローしてくれるっていうか、受講者目線の能力もありますし、

もちろん教えてもですね、分かりやすく説明ができるので。たまにね、いろいろ高度

なギャグが入ってきますけれど、それはだから、親近感を持たせるためにやってるっ

て感じで、熱い部分が結構ありますけど。 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：柳田さんとね、話ししてるんですけど。非常にだから、聞けば多分もっと分か

りやすく説明してくれるんで、彼に対してもですね、どこが分かりにくかったとか、

実際、本当にちゃんと言ってくれればですね、受け止める、うちはイントラみんなそ

うですけど、受け止める器、かなりありますんで、どんどん質問してですね、リアル
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のほうではね、引っ張って… 

 

柳田：そうですね。 

 

長谷：ガンガン説明してもらうといいと思いますよね。 

 

柳田：長谷先生の前では本当に、おとなしいって言うとあれですけども、でも、佐藤

先生自身はものすごい先生ですし。 

 

長谷：そうですね。ただ、足りない部分はちゃんと言ってもらいますので。非常にだ

から頼もしいですよ。 

 

柳田：そうですよね。唯一、オリーブオイルだけ売られそうにならないように。最後

にそれが売られそうになるっていう… 

 

長谷：悪いもの売ってるわけではないので。 

 

柳田：そうですね。じゃあこの後、ご本人に出てきていただきましょう。 

 

佐藤：佐藤龍平です、よろしくお願いします。栄養の講座とですね、あと実技のクラ

ニアルとかですね、内臓とかですね、担当させていただきます。皆さんとお会いでき

るの楽しみにしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

柳田：続いてですね、西村先生なんですけれども。この後、西村先生も呼び出してる

ということで。 

 

長谷：そうですね。呼び出してます。 

 

柳田：来ていただきますが、その前に、長谷先生から見て西村先生、どんな感じなん

でしょうか。 

 

長谷：そうですね。非常に真面目でですね。臨床センターって日本橋にある、日本橋

っていうか八重洲ですかね。八重洲の駅の前にあるんですけど、そこを、だから宮野

というインストラクターと 2 人でやってるんですけど。だから、主軸というかね、中

枢に関わってる部分を常にお願いしてるので、同じになっちゃうんですけど、非常に

頼もしいというか。彼なんかもね、博士号持ってますんで。 
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柳田：結構アカデミックです。皆さんね… 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：博士。で、元祖「神」。 

 

長谷：元祖「神」。神様って言われてる。 

 

柳田：西村先生、本講座だけじゃなくて、QAですね。分からないときのQA相談会と

いうのも、今回もエンドレスでやってくれるということで。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：何時間でもやりますということで。 

 

長谷：言ってましたね。ちょっと変態っぽい言葉はさみますけどね。 

 

柳田：その辺りもね、見ていただければ。 

 

長谷：うち、みんな変態なんで。 

 

南：カミングアウト。 

 

柳田：では、呼び出された西村先生です。よろしくお願いします。 

 

西村：南恭子です。すみません。 

 

長谷：写真集、買った？ 

 

西村：はい。題名は『リバー』でした。 

 

長谷：98年のスズキ JAJAイメージガールですね。 

 

柳田：川ですか、題名。 
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南：その川とはちょっと違うんですけど、それはいいんですよ。 

 

西村：っていうようにですね、僕は下準備が非常に得意なほうですので、今回のです

ね、このプログラムにご興味をいただいた方、ぜひですね、プレセミナーないしは本

講座に参加していただいて、いただいた方のですね、人生がですね、今以上に豊かに

なるような、今プログラムを長谷先生をはじめとして、先ほどの龍平先生とかととも

に今組んでおりますので、この波に乗っていただいて間違いはない講座にしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

柳田：ありがとうございます。続いて、南直樹先生ですね。南先生も呼び出されてい

る。 

 

長谷：そうですね。呼び出しました。 

 

柳田：どんな先生ですか。 

 

長谷：そうですね。非常に軸というかね、裏方をやっていただいて、今年 3 年目です

よね。3 年目です。1 年目からずっと裏方で、だから上手く講座ができるのは彼の貢献

あってから。文章作るのも上手いですし。学校もだから東京理科大出てますので。も

ちろんスキルもね、相当ありますので。 

 

柳田：そうですね。多くの方も通われてますし、本当に、おっしゃったようにこうい

う講座を組み立てて、作っていくという。素晴らしいですね。 

 

長谷：そうですね。この設計とか、結構だから能力がないとできないんで。しかも、

うちのだから方向性とかもね、そういうのもだから感知してやってますので。 

 

柳田：南さんとは関係ないですか。 

 

南：もしかしたら遠い親戚かも。 

 

柳田：ご確認いただきたいと思います。 

 

南先生：皆さん、こんにちは。恭子の主人であります、南直樹です。あ、違いますか。 

 

南：まさかのそっちだった。 
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柳田：違いました。 

 

南先生：私はですね、佐藤龍平先生、西村先生とともにですね、講義をするというか、

どんどんフォローをしていく。皆さんと 1 人 1 人、密になって今回やっていきたいか

なと思っております。今回ですね、プロジェクトとしては 3 回目ということで、どん

どんブラッシュアップされてましてですね、内容も相当濃くなっているんですけども、

特に力を入れたいのはやっぱりフォロー体制というところで、内容が濃くなるという

ことは、ちょっと難しいなとか、ついていけないなっていう可能性も出てくるかもし

れないんですけども、やっぱりフォロー体制をですね、どんどん、どんどんブラッシ

ュアップしていくことで、1人 1人が確実に身につけて、自分のものにして、それをい

ろいろ活かせると思いますので、ぜひ皆さん、期待して待っていてください。よろし

くお願いします。 

 

柳田：ではですね、ここからは、具体的に今回の史上最強とも言われているプログラ

ムについてですね、サービスとサポートを具体的に見ていきたいと思います。まずこ

ちらはですね。1から 5までありますけど、南さん、お願いします。 

 

南：一つ目、健脳リバースエイジング完全習得。講義&実技、全 8 回になります。二

つ目、長谷先生による遠隔エネルギーケア。三つ目、エンドレス QA オンライン相談

会。四つ目、限定サプリ優先購入権。そして五つ目、会員サイトにて講義・実技動画

を視聴し放題。 

 

柳田：ということで、これが大きく五つのプログラムなんですが、赤になってるよう

にですね、やっぱりこの 4カ月の本講義&実技という全 8回のものが一番のメインにな

ってきます。で、まずね、一つ一つ見ていきたいんですけれども、まずサービスの一

つ目、こちらですね。 

 

南：クラニアル・内臓・栄養、全てを包括的に学び実践する全 8 回のプログラムです。

会場での講義とオンラインのハイブリッドで受講していただきます。 

 

柳田：ということで、これ、後でちょっとご説明しますけれども、今回はですね、リ

アルに直接っていう受講プラス、オンラインでっていう形でちょっとミックスさせて

いただいて、ということですね。で、日程がこちらになっております。 

 

南：0回目から 7回目までございます。0回目：9月 11日、こちらはオンラインで。1
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回目：9月 18日、対面。2回目：10月 1日、オンライン。3回目：10月 16日、対面。

4回目：10月 27日、オンライン。5回目：10月 20日、対面。6回目：12月 3日、オ

ンライン。そして 7回目：12月 18日、対面となります。 

 

柳田：ということで、これ、0 回目ってありますけど、まずは予習しておいていただ

いて、皆さん 1 回目に集まっていただくと。そのまま順番になって、最後、フィニッ

シュは対面で終わるということですね、長谷先生。 

 

長谷：そうですね。全 8回ってことですよね。 

 

柳田：全 8 回。で、対面のときはですね、東京駅近辺の会場で、これ受講者にお伝え

させていただきますけれども、行っていきます。また、ちょっとコロナの影響で、懇

親会っていう形ではどうなるか分からないんですけれども、やはり皆さんとの親睦深

めるためのお茶会ですかね… 

 

長谷：そうですね。終わってからですね。竹中社長もなるべく残ってもらえるように

言ってありますので、講座で聞けなかったことをね、個人的に聞いていただくと。 

 

柳田：懇親を深めていただいて。で、長谷先生をはじめ、皆さんの先生たち、サポー

トの人たちも皆さん、大体残っていただけるということですよね。 

 

長谷：そうですね。 

 

柳田：これも大きいですよね。南さんも、ワインは出ないですけど、大丈夫ですか。

自分で持ってきたら。 

 

長谷：自分で。 

 

柳田：この日程。どうしても対面来れなくてもオンラインがありますので、ぜひです

ね、皆さん、こちら参加していただきたいなと思います。この具体的な講座内容とい

うのは、この後ですね、西村先生、佐藤先生と一緒により詳しくお伝えしていきます。

ということでですね、ここからは、健脳リバースエイジングの完全習得講義の本講座

の内容についてですね、先生方とお伝えしていきたいと思います。高城剛です。 

 

佐藤：えーっ。佐藤龍平です。 
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西村：南恭子です。 

 

柳田：南さんね、ちょっと長すぎて帰っちゃいましたね。本講義、この男 3 人でお届

けしたいと思うんすが…。ということで、佐藤先生、西村先生、これがちょっと習得

の全体イメージということなんですけれども、ご説明いただけますか。 

 

西村：大きくはですね、今回、過去最高のプログラムということで、これまで大体、

いつも 5 回くらいのシリーズでやらさせていただいたんですが、今回はですね、全 7

回というふうにさせていただいて、全 7回っていうふうな形になったので、これまで 1

日の中でですね、大体、座学、実技、座学、実技っていうような感じでやらせていた

だいたんですけども、大きくは座学の回と実技の回っていうような形でまず分けさせ

ていただいてるというところですね。だから、座学のみの講義が 3 回。で、ほぼ実技

が中心というのが 4 回というようになってます。それがここに書いてある、オンライ

ンと対面講義・実技というような形になるんですけども、オンラインに関しては基本

的に座学で、対面のときには竹中社長のですね、講義と、あとは実際の手当の実技と

いうような感じになってるっていうところで、きっちり棲み分けてですね、オンライ

ンはオンラインの特性を生かした教育の部分っていうんですかね。っていうところで、

実技の中では基本的には実際に経験する、体感する。感覚というものを身につけると

いうふうに棲み分けてやるような形になってます。 

 

柳田：なるほどですね。非常に分かりやすく分かれていて、実は 7 回って言ってます

けど、0回目という形で… 

 

西村：そうですね。 

 

柳田：予習動画もあってやってくださるということで、8 回と言えると思うんですけ

れども。なので、おっしゃったとおりで、オンラインで学べるものは学んでいただい

て、来たからには対面でしっかりやるということですかね。佐藤先生ありますか。 

 

佐藤：いえ。もう多分、分かりやすいと思うのと、こぼさないっていうか、こぼしっ

ていうんですかね。もうちょっと離れていく人を必ず救うという感じで、間違いなく、

多分これ、習得っていうか、楽しんでいけると思うんですよね。1回 1回、多分いろん

な気づきがあるので、多分すごく楽しいし面白いと思いますよ。 

 

柳田：脱落者ゼロ。 
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佐藤：ゼロ。 

 

西村：ゼロ。意欲だけあれば。 

 

柳田：意欲があれば。 

 

西村：意欲だけあれば、分からない、難しい、大変っていう脱落はないと思いますね。

そこまでのプログラムを組んでおりますので。 

 

柳田：でも本当に 3回目というか、3年目にして史上最強のプログラムにしていただい

てますし、学び方のほうも、オンラインとミックスさせてやってくれるということな

ので。皆さん、本当にこれ、楽しみにしていただきたいんですが。これちょっと詳し

く、じゃあこの後それぞれちょっと見ていきたいと思うんですが。まずですね、4 カ

月でこれ学んでいくんですが、ロードマップという形でこちら、ちょっとご覧いただ

きたいんですけれども。あげさせていただいております。ここもちょっと説明、簡単

にしていただいてよろしいですか。 

 

西村：大きい柱はここに書いてある四つですね。実技という手技という部分。で、栄

養の講義、健康哲学、栄養哲学と。で、栄養の講義っていうのは、これは栄養の講義

なんですけども、実際にフィジカルで、対面でやるときにここはやる部分で、ここは

前から竹中社長にお願いしていて、栄養っていう部分なんですけれども、やっぱり栄

養、どういうものを取ったらいいのかっていう部分を知ることも大事なんですけども、

それが自分の体の中でどういうふうになっていってるのかっていう部分って、意外に

みんな知らないで、いいって言われたから取ってるっていう部分に陥りがちで、そこ

が… 

 

柳田：みんな知らないっていうか、ほとんど全員知らない。 

 

西村：知らないと思うんですよね。だから、そこを知っておくことによって、やはり、

そういう栄養っていう部分の効果、効能っていうのがですね、やっぱり違ってくると

思いますし、あとは、間違ったそういう取り方をしないっていう部分にもつながって

くると思いますので、その辺の辺りを 4 回のシリーズに渡って展開していくような感

じになってます。 

 

柳田：すごいのが並んでますけど。 
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西村：で、ぱっとですね、聞くと、うわなんか難しそうだなっていう感じがすると思

うんですけれども、そこはですね、やっぱり竹中社長がですね、何ていうんですか。

アカデミカルな部分と、そうでないユーモラスな部分っていうものを上手く融合して

ですね、お話ししていただける方なので、ちょっと内容も見させていただきましたけ

ども、楽しくですね、学べる内容になってると思いますので、なかなか聞けない、こ

れは。 

 

柳田：いや聞けない。 

 

西村：聞けないと思いますね。部分です。 

 

柳田：一つだけあれですよね。長谷先生も言ってましたけど、オヤジギャグで笑わな

いといけないってことですよね。 

 

西村：そうですね。なんかちょっとね、笑ってあげてください。やっぱりあれじゃな

いですか。講義って相手を乗せてなんぼですから、そういうときは笑っていただける

といろんな、もっといいことが聞けるとは思いますね。で、その下にある健康の哲学

になりますけども、4 回のシリーズですね、やはり哲学っていうのがやっぱり大事っ

ていう部分で、僕らもですね、治療家として、治療する側としてやっぱ、本当に大切

にしている部分なんですね。要は、そこが土台になるっていうのは、やっぱりその考

え方とか、自分がそこに対する思考力っていうものが、やっぱり大筋っていうか、幹

になってくると思うんですよね。 

なので、健康哲学、どうしたら健康になっていくかとか、どういうところが健康にお

いて大事なのかっていうのを中心にお伝えはさせていただくんですけども、聞いてい

ただけると分かると思うんですけど、これって結局全ての真理といいますか、いろい

ろな人生の成功哲学とかそういった部分と基本的には大体リンクしてくる内容になっ

てくると思いますので、健康っていう部分でもブラッシュアップされると思いますし、

自分の人生の生き方とかですね、歩み方とかっていうようなものにも少し参考にはで

すね、なってくるようなお話をまずしていくっていうのが一つと、当然、ちょっと体

のこととかも学んでいきますので、一般的な、医学というあれまで言うとちょっと難

しく考えちゃうかもしれないですけども、そういう知識っていう部分ですね。体の知

識、脳の知識とか、これやっていけば自分の健脳、若返りっていうものに絶対つなが

ってくるんだなっていう部分を、なんとなく具体的に描けれるような、面白おかしい、

ためになる部分の健康哲学というような感じにさせていただいております。 

 

柳田：最も、やっぱり長谷先生、哲学、重視されてますもんね。 
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西村：そうですね。で、下の栄養の哲学っていう部分も、これも 3 回にわたってです

ね、やりますけども。主にですね、ここは龍平先生がですね、竹中社長はどちらかと

いうと、栄養入れたら体ってどういう反応が起きていくかっていうところに対して、

じゃあ入れる栄養としてはどういうものがいいのか。どういうものに注視して入れて

いったらいいのかっていうようなものも龍平先生がですね、熱く語り通して、語り通

してくれると思いますので。 

 

柳田：いかがでしょうか。 

 

佐藤：生活に直結することだと思うので、多分、すぐ見たら目の前にある調味料とか

ですね、そういったことの話からできるので、楽しんで多分すぐ自分の中でできるこ

とをお話ししていきたいと思いますので、難しいなって思わずにですね、できるだけ

分かりやすく、皆さんの、すぐためになるような形でお伝えできますので、楽しみに

していただけたらと思うんですよね。長谷先生にいじられる前に言っときますけど、

全部油の話じゃないですからね。必ず栄養の話ししますからね。 

 

西村：そうですよね。 

 

柳田：油を売らないように…。 

 

佐藤：売りますけど、お伝えしますけど、ご紹介しますよっていう話です。 

 

西村：やっぱりでもね、こういうのを知っておくといいと思うんですよね。僕もこの

協会っていうか、龍平先生と知り合うまであんまり栄養とか、そんなに注視してこな

かったですけど。やっていいものだと思いますし、あとはでも、やろうとしたときに

僕が思ったのは、やろうと思えばどこまでもできちゃうし、知ろうと思えばどこまで

もできちゃって、ゴールない部分だと思うんですよね。でも、龍平先生のお話聞いて

いただいて、最低限これぐらいやれば、そんなに負担もないし、かつ、でもいい部分

だしっていうようなものを知っとくだけでもですね、いいと思いますし。僕なんか、

調味料変えただけで夫婦仲良くなりましたからね。その辺は本編でですね、ちょっと

お話できればいいかななんて思ってますけどね。 

 

柳田：これでも本当に前回までもそうですけれども、先生方のポリシーとして、ぜひ

家族で見てくださいってあるじゃないですか。ご家族、夫婦もそうだし、お子さんと

も含めて。やっぱみんなで知っておくべきものですもんね。 
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佐藤：本当にそう思いますね。健脳体操もそうですし、お子さんにできる内容でもあ

りますから、お子さんの将来とか未来のこともそうですけどもね。 

 

西村：そうですね。ぜひ、そう。知っておいてもらいたいし、なんか、この講座をき

っかけで健康とか栄養とか、自分の人生とかですよね、考えるきっかけとかになって

もらえると、すごくいいですよね。 

 

柳田：そうですね。なので、ぜひご家族でご覧いただいて、受講いただいて、やって

いただければなと思いますけれども。続いては手技のところいきますか。 

 

西村：そうですね。手技のことに関しては、やはり今回はですね、一番のメイン、先

ほど、これまでの 50%がクラニアルっていう部分になりますので、いわゆる頭蓋です

よね。なので、やっぱり頭蓋のクラニアルの部分の実技が中心というような形で展開

させてもらってます。で、1 回目、2 回目、3 回目、4 回目に進めば進むほど、効果効

能っていうものが強くなってくるようなプログラムにさせていただいてますので、ま

ずは慣れるところから、触れる、感じる、慣れるっていうところからこなす。使いこ

なすっていう意味のこなすっていうような形ですけど、ていうところにステップアッ

プしていくような形で組ませていただいてます。ただ、クラニアルメインと言っても、

内臓の部分も入れているんですけども、どちらかと言うと、いかに頭の状況、頭蓋の

環境っていうものを良くするかっていうところを目的とした内臓とかの手技プログラ

ムにしているような形にはなってますね。 

 

柳田：これ、やっぱり本当に内臓もそうですけれども、やっぱり頭って結果が見えや

すいなとも思ったので、非常にこれ楽しみですし、なんか、文字だけ読むとすごそう

な感じなんですけれど。 

 

西村：ちょっとね、難しいあれになりますけどね。 

 

柳田：やっぱ面白おかしく、分かりやすく伝え…。 

 

西村：そうですね。なので、定義であった、いろいろ書いてあるんですけど、この手

技のところに。定義にあった頭が柔らかくて、背骨がまっすぐで、骨盤がしっかり動

くっていう環境を作っていくステップ 4みたいなイメージですね。 

 

柳田：なるほど。という形で 4 カ月ですね、大きく四つのパートでやっていただける
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ということです。続いてですね、一つ一つ、1 回ごとにですね、ちょっと短くにはな

りますけれども、先生方に教えていただきたいと思います。まず、0 回目の予習動画

ですね。こちら、いかがでしょうか。 

 

西村：プロローグですね。 

 

柳田：プロローグ。 

 

西村：一番最初が対面なんですよ。 

 

柳田：そうですよね。 

 

西村：で、やっぱり対面は、やっぱ実技がメインになってくるので、その前にですね、

うちはやっぱりそこは実技になるべく集中していきたいので、そこにつながる知識っ

ていう部分をまず入れていこうかなと思います。ですから、ちょっと頭を触る上でち

ょっと知っときたい。まず一番最初、知っときたいこととか、体に触る上で知っおき

たい部分、なぜですね、脳の状態を良くするために頭を変える必要があるのか、背骨

を変えていく必要があるのかとか、骨盤を変えていく必要があるのかなんていうよう

なところも、少し触れていくような内容にはなってくると思います。そういったもの

をやっぱり知った上で、実際触るっていうのは全然違ってくると思いますので、1 回

目の実技の対面でやる内容を加速させるための予備知識っていう形になってますね。 

 

柳田：ありがとうございます。これもね、カリキュラム組んでいく中で、先生方から

提案があって、まず 1 回目来る前に、これだけは共通認識として知っておきたいって

いうのをまず出そうということで、1回、急遽増えましたもんね。 

 

西村：はい。 

 

柳田：ありがとうございます。 

 

西村：これは動画で見ておいてもらうって流れですね。 

 

柳田：そうですね。 

 

西村：だからお好きなときに、受講日までに見てもらうような感じですかね。 
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柳田：続いて、1回目、対面講座ということなんですけれども、こちらですね。 

 

西村：対面になりますので、まず頭の実技と内臓の実技、栄養の講義っていうのが 1

回に限らずですね、毎回あるんですけど、レベル 1 っていう形で。頭に関して言えば、

まだ頭とかですね、触ったこともない部分があると思いますので。まずですね、頭を

触って何かを感じてみようっていうところから始まって、あるポイントとかをね、ち

ょっと軽く触るだけでそれが変わってきたりしますので、あ、頭って変わるんだって

いうですね、自分でやっても変わるんだっていうところを体感してもらう、クラニア

ルの 1回目の実技になってくるかなと思います。 

 

それをですね、より体感しやすくするために頭から下の状態がいいほうが、当然いい

ので、そこが一番ちょっと変わりやすい、その骨盤を自分で矯正するやり方。あとは

横隔膜っていうところをちょっと柔らかくするやり方っていうのを内臓の実技として

やっていくような感じですね。だから、まずはちょっと頭を触れる。で、頭って変わ

るんだって、動いてるんだって、変化するんだっていうのを感じる 1 回目っていう実

技になってますかね。 

 

柳田：佐藤先生、ありますか。 

 

佐藤：西村の言ったとおりですね。だから、僕の患者さんの動画、ここでちょっと 1

回流してもらっていいですか。これ、1 人目の患者さんは、これ歩けなかった患者さ

んなんですよ。歩けないっていうか、外出れないっていうか、いろんななんか、いろ

いろあったんでしょうね。出れなかった方で、誰かと一緒に出て横断歩道もその人に

つかまってないと歩けないみたいな方だったんですけど。これ、63歳、65歳かな、63

歳かな。でもこう走ってる動画だったと思うんですけども、こんなに変わるんだって

ことですね。10 年くらい来てらっしゃるんですよ、月に 2、3 回だけ。で、80 歳の方

は、もう全身 12カ所くらい骨折をしてた方なんですけど、頭がカチカチだったんです

けど。でも 80に見えないと思うんですよね。最後の方は 90近い、もう 89歳、7歳か。

この方はそれこそ何年も来てないんですけど、でも脳梗塞をやられて、頭蓋骨をメイ

ンでですね、リハビリをちょっとしてる形で、最近やっと栄養のことをお話できて、

聞いてくれるっていう状態なので。 

 

正直、3 人とも、そんなちゃんと栄養をびっちりじゃないんですよ。でも、頭蓋骨の

調整とかですね、内臓のこととかをメインにやってる施術でこんだけ変わってくると。

本人たちも最初、何やってんのっていう形で、頭触ってるだけなんじゃないのってい

う感じでしたけど、これだけ変わってくるっていう。若々しいですよね。だから、そ
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んなことをですね、皆さんこれ、楽しみにしていただいてですね。だからもう、年末、

楽しみですよ、僕なんか。受講した人たちを、見ていくのが。とても楽しみです。 

 

柳田：ありがとうございます。いきなり動画ぶっこんできてびっくりしましたけど、

ありがとうございます。では、第 2 回ですね。こちら、オンライン講義になりますけ

れども。 

 

西村：ここではまず、基本的にこのオンラインは大きい 2 本立てで健脳哲学、栄養哲

学っていう形で。健脳哲学のほうはですね、まずは基礎知識的な部分ですね。脳とか、

内臓とか、頭蓋脊柱とかっていうのはどういう感じとか、要は、今まで出てきた脳脊

髄液っていうところですね。要は頭をやるとなんで健脳になるの、健康になるのって

いうところを医学的というか、そういった部分で知りましょうっていう部分ですね。

栄養に関しては、まず総合的なお話になりますかね。 

 

佐藤：そうですね。分かりやすく、本当、皆さんのほうで実際、もう本当使ってるよ

うな食材とかもお話ししながらですね、分かりやすくお話できたらなと思ってます。 

 

柳田：これは皆さん、リアルタイムで、リアルコースの方はリアルタイムで受講しな

がら、質問もできるということですかね。 

 

西村：そうですね。基本的に 1 時 5 時になりますので、大体、半々くらいのウエイト

でやっていくようになると思いますけど。終わり、終わりのところである程度時間は

作ってやるような形になってますね。 

 

柳田：昨年は結構、コロナの影響で全部オンラインでやりましたけれども、それでも

十分、皆さんとのつながりというか、知識伝えることもできたしみたいのあったじゃ

ないですか。なので、これ、今回初めての方で、オンラインどうなのっていう方もで

すね、十分実績も出てますので、安心してオンライン受講のほうもしていただければ

なと思います。そして 3 回目ですね。こちらがまた再びの対面ということになります。 

 

西村：これ、1回目の実技から約 1カ月弱くらいですか。1カ月前後くらいあいてます

ので、1 回目でですね、まず自分の頭を感じようっていうふうに、まず感じるとこか

らいこうよっていうふうにやって、おそらく皆さん、この間にいっぱい触ってくると

思うんですよね。だから、触ることによって出てくる、私の頭、こんなになってると

か、こんなんなってるみたいな、ちょっと触り続けることによって何か感じたことと

か、感じることっていうのが出てくると思いますので、それが出てきて、じゃあ自分
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の頭を今度把握しようみたいなところになってくる実技のフェーズになってくるかな

と…。 

 

柳田：で、今回も内臓もあったりと。 

 

西村：そうですね。内臓の部分に関しては、特にですね、代表的な部分の内臓の手当

ですね。 

 

柳田：いやこれ、でも相当濃いですね。 

 

佐藤：濃いですね。聞いてると。 

 

柳田：これ去年の、内臓だけだったのに、頭蓋骨、クラニアルがあって、更に内臓も

やってくれて、栄養もやってくれてって、もう相当濃いです。 

 

佐藤：濃いですね。 

 

西村：特濃ですよね。 

 

柳田：特濃。 

 

西村：特濃、濃度の濃でもあるし、こっちの脳でもありますけども。 

 

柳田：テロップ入ると思うんで。特脳ですね、本当に。 

 

佐藤：特脳です。 

 

柳田：そして 4回目は再びのオンライン講義ということで。 

 

西村：4 回目に関しては、健脳哲学、栄養哲学に関しての基礎知識を、もうちょっと

深くして、より脳の状態を良くするために知っときたいことを中心にお話ししていく。

これまでやってきた中でいろいろな質問とか、興味がある部分とかっていう部分も受

講生の方から出てくることが十分予想されるので、その辺もヒアリングしながら僕ら

がお伝えしたいこと、その中で解決したいことっていうところも加えていきながらで

すね、やれていければいいかなと。 
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柳田：この合間の中で、西村先生の QAZoomも入ってくると。 

 

西村：入ってくる…。 

 

柳田：っていうことですよね。 

 

西村：ってことですよね。僕は基本…、入れましょう。入れましょうって偉そうに言

っちゃってあれですけど、そうです。 

 

柳田：これは、一応基本的なカリキュラムは決まってるので。この本講義のほうは。

その合間、合間では皆さんの質問とかにも答えてくれる。 

 

西村：そうですね。常に疑問が生まれますので、鉄は熱いうちに打てじゃないですけ

ど、やっていくと思います。 

 

柳田：皆さん、本当にすごい優しいといいますかね、お願いしたらやってくれるって

いう。素晴らしいですよね。やっぱり、やる気がある人たちだったら答えてくれる。 

 

佐藤：そうですね。 

 

西村：そうです、そうです。 

 

佐藤：それはむしろ。 

 

柳田：これも楽しみにしていただきたいと思います。ちょっと話逸れましたが、4 回

目はこれでオンライン。そして 5回目、再びの対面ということですね。 

 

西村：そうですね。より対面、これ、今回対面としては 3 回目になってきますけども、

クラニアル実技、内臓実技、栄養講座とありますけど、クラニアルに関してはより効

果的な部分に入ってくるというような、自分の頭の状態を把握して、目的を持って頭

を操作してみるっていう段階…。 

 

柳田：そんなことまでわれわれでもできるようになってくるんですか。 

 

西村：できるんです、できます。 
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柳田：すごいですね。 

 

西村：(ブーッ)。あ、間違えちゃった。こっちでしたね。(ピンポーン)。 

 

柳田：そして内臓もあって、栄養もあると。 

 

西村：そうですね。 

 

柳田：ということで。 

 

西村：内臓に関してはちょっと足と手の反射点を幾つか入れてますね。全てっていう

よりかはちょっと、脳、いわゆる頭蓋の影響を出しやすそうな反射点部分に今回はち

ょっと絞ってやってるような形でいこうかなと思ってます。 

 

柳田：そして 6回目が再びオンラインですね。 

 

西村：ここの哲学に関しては、この辺からどちらかというと、医学的な哲学っていう

よりかは、もっと本質的な、自分自身の人生とか、そういう成功の部分とか、そうい

ったところにつながるような生き方とかね、健康でいくためとか、生き方とかってい

う、道標的な部分になってくるようなところの哲学になってくると思いますね。先生

のほうからのお話もありましたけど、広めていきたいっていうところがありますので、

そのためにここを聞いてもらえるとよりそういうふうに思っていただけると思います

し、自分もそっちの方向に進んでいくっていうか、豊かなとかね、幸せな時間ってい

うところに進んでいくような哲学になってくるのかなと思います。 

 

このタイミングで入れたのは、やっぱり一番最初、皆さん、作とかですね、なんて言

ったらいいのかな、実技的な部分とかに最初のほうはちょっといってくるかなと。そ

ちらのほうにやっぱ興味が最初は出てくるかなという予想をちょっと立てていたので、

それを 2 回くらいやってくると、だいぶ慣れてきて、頭の知識とか体の知識っていう

のがついてきたときに、このタイミングで、ちょっと体の医学的な部分から離れて、

健康になっていくとこうなっていくんだよ人生はみたいな、そういうところに、この

タイミングでやっぱちょっと話していくと、入りやすいっていうかんじ…。 

 

柳田：なるほど。そして佐藤先生の栄養哲学も。 

 

佐藤：はい。ここまで来ると多分、質問も結構出てくると思うので、先ほども言いま
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したけど、こぼしのないようにですね、皆さんがちゃんと選択できるような知識とか

をここで提案していきたいと思ってるんですね。それと、あと、皆さん多分、ここま

で来たときは相当、顔とかですね、体変わってると思うので、今の時点でもう写真と

かですね、撮っといてですね、ビフォーの写真として撮っといて、この 6 回目くらい

に来たらですね、随分変わってきてると思うので、楽しみにしてほしいなと思うんで

すね。ワクワクしますので。 

 

柳田：これ、誰に見せるでもなくていいので、撮っておくと、ご自身でみたいな感じ

ですかね。 

 

佐藤：そうですね。ちゃんと隠すところは隠してですね。そういう話じゃないですね。 

 

柳田：全身で。 

 

佐藤：いやでも全身。 

 

柳田：全身ですね。 

 

佐藤：全身撮ってます。顔も変わってますから。 

 

柳田：いや本当、楽しみですね。 

 

佐藤：楽しみです。 

 

柳田：これ、送れる方はぜひ、もちろん送っていただいて、皆さんに見せていただい

てもいいですけれど、もちろん見せなくてもいいので、撮っておくと本当に変化が見

れるので、ということです。そして最後ですね。7 回目は対面でフィナーレという形

になりますけれども。 

 

西村：実技的にはクラニアルで最後、この時間を一番取っている感じですね。更に多

分高度なというか、高度というか、ここまで知っておくとより広がるよっていう部分

のテクニックを披露する段階になるのかなっていう部分ですね。ある程度、そこはど

ういったものを入れるかっていうのは想定はしているんですけれども、これまでの 3

回を見ていった中で、何を入れるかっていうところをちょっと考えていこうかなとは

思っています。やっぱり究極は、自分の頭の状態を知れて、自分なりに考えてやって

みて、どうか。で、逆にちょっと違うなと思ったときに、じゃあ次こうやってみてど



 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights reserved 

 

 

うかっていう、そういうことができるような段階にしていきたいかなっていうふうに

…。 

 

柳田：もうすごい完璧な特濃の… 

 

西村：特濃の。 

 

柳田：講義になってますし、サポートになってるんじゃないかなと思います。もう本

当にこれ、ワクワクすると思うんですけれども、更にここに、長谷先生のエネルギー

ケアのものも毎回入ってくるということなので。そして、分からないことは聞いて、

教えてもらえるということなので、本当、これ以上ないプログラム、史上最高のもの

になってるんじゃないかなと思っております。 

 

西村：これは、ですよね。先生。 

 

佐藤：楽しみですね。 

 

西村：楽しいです。 

 

佐藤：社長の話ももちろんそうですけど、皆さんが変わっていくとか、変えたいって

思いますし、これ絶対なんかね、「あぁ、良かった」って言いますよ。 

 

西村：もう僕には変わっていくって分かるじゃないですか。これまで 1回目、2回目や

ってきて。だから、最初に受講された人がどう変わっていくかっていう楽しみですよ

ね。変わるのが前提で、変わってくるの間違いないので。やっぱり楽しみながら学べ

ると思うんですよね、これって多分、健脳の環境だとすごく。 

 

佐藤：そうだよね。 

 

西村：やっぱり、皆さんね、本当に引き上がっていきますから。 

 

柳田：本当に楽しいですし、皆さん、見た目以上に面白いので。 

 

佐藤：面白いですよ。 

 

柳田：直接来ていただければなと思いますけれども、最後にお二人それぞれから、皆
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さんに熱いメッセージをいただきたいと思うんですが、まず龍平先生からどうぞ。 

 

佐藤：ぜひもう本当、今お話ししたとおり、楽しみでありますし、皆さんが変化して

いくのもですね、クライアント、患者さんが変わっていくことが自分の喜びでもあり

ますので、もうこれは本当大きなプロジェクトっていうかですね、僕の中でものすご

く力入れてるものでありますので、心からですね、楽しみで仕方がありません。ぜひ

ですね、本講座、参加していただきまして、ご自身だけじゃなくてですね、お子さん

だったりですね、パートナーの方であったりですね、もしくは自分の親かもしれませ

んけど、必ずお役に立てるっていうふうに自負してますので、ぜひ、参加していただ

きたいと思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。 

 

柳田：真面目でしたね。 

 

佐藤：ちょっとね、面白いことが思い浮かばなかったです。 

 

柳田：では西村先生、お願いします。 

 

西村：そうですね。やっぱりこの講座に興味いただいてる方、検討されてる方って、

やっぱり長谷先生の健康とか人生とかっていうものに対する考え方というものにすご

く興味が惹かれてというか、共感されてる方がやっぱ多いと思うんですよね。で、そ

こを過去 3 年間にわたって、きょう 3 年目になりますけども、セルフケアという形で

ですね、お伝えさせていただいて、おそらく今回がセルフケアでできる全てを、本当

に入れた回というふうな形になってると思います。内臓も骨格も、クラニアルも栄養

も入ってますし、実技も入ってるし、雑学も入ってるし、いわゆるトータルのボリュ

ームも多くて、時間数も多くなっているんですね。なので、これまでのですね、4 回

の、4 話までの話を聞いて、すごく興味を持って、共感して、賛同していただける方

はですね、間違いなく、出し惜しみなく今回、納得できる構成プログラムになってお

りますので、参加していただいて、共にですね、いい人生をですね、歩んでいけるよ

うな形が出てくるといいかなと思います。この先はですね、プレセミナーとか本講座

でお待ちしております。 

 

柳田：ということで、お二人から締めていただきました。本当に楽しみなカリキュラ

ムになってますので、ぜひ皆さん、期待していただきたいと思います。この後、再び

ですね、また長谷先生と南さんとお届けしていきたいと思います。先生方、ありがと

うございました。 
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西村：ありがとうございました。 

 

佐藤：ありがとうございました。 

 

南：二つ目のサービスです。長谷先生による遠隔エネルギー治療。毎回の講義後、長

谷先生による遠隔エネルギー治療を受けることができます。 

 

柳田：ということなんですが、これも大好評で、前回も大好評でしたけれども。 

 

長谷：そうですね。去年もやって、今年もですね、リアル会場でもやりますし、もち

ろんオンラインとかでもね、結果が出てるようにやりますので、楽しみにしていただ

くといいと思います。 

 

柳田：昨年の方々も、本当にオンラインでやっていただいて、体感ありますっていう

コメント、すごかったですもんね。 

 

長谷：そうですね。いただきましたね、いっぱい。 

 

柳田：で、今回直接っていう方もいらっしゃいますし、オンラインって方は、オンラ

インでも受けていただけると。実際これ、このサービス自体は月額 1 万円で提供して

いる以外は、なかなか受けることできないので、皆さん今回、受講費に含まれて受け

ることができるということになります。さあ、そして三つ目、いってみましょう。 

 

南：西村先生のエンドレス QA オンライン相談会。習得講義で分からなかったこと、

実践する中で生じた疑問、更には、個人的な健脳や健康に関する質問や疑問を先生に

直接聞ける機会をご用意します。エンドレス。 

 

柳田：そうなんです。これもう、質問がある限り朝までやってくれるということで。 

 

南：すごいですね。個人的な質問もみたいな。 

 

柳田：そうなんです。だから、その辺が神って呼ばれてる。 

 

南：なるほど。 

 

柳田：神サポートなので。なので、本当に分からないこと、本講義とかやる中で、実
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際やってみて、分からないことやってくる中での疑問とか質問っていうのは、この機

会利用していただければなというふうに思いますね。 

 

長谷：個人的に写真集のこと聞かれたらバラしちゃうかもしれない。 

 

柳田：写真集のことも聞いていいんですかね。僕買います。 

 

南：やめて～。買わなくていい。 

 

柳田：さあ、そして四つ目ですね。 

 

南：長谷先生も 19 歳から愛飲する、マイクロアルジェコーポレーションのサプリを、

プログラム参加者は優先的に手に入れることができます。 

 

柳田：これ長谷先生、どれくらいすごいかちょっとご説明いただけますか。 

 

長谷：そうですね。いろんな商品があるんですけど。 

 

柳田：これ、竹中社長のところですね。 

 

長谷：竹中社長が作ってるやつですね。だからよくね、ビタミン C とか B とか単品が

あるじゃないですか。あれ一気に飲むとすごい量になっちゃうじゃないですか。だか

ら、この会社が、竹中社長が作ってるやつは、結構だからちゃんと、いろいろなもの

がミックスになって、その比率も大事なんですよ。それはだから研究されてやったや

つなんで、何種類か飲むだけで、相当な量の体内栄養素が取れるっていう。 

 

柳田：これですね、皆さん、サプリって聞くとなんかいろんなイメージあると思いま

すし、サプリが買えてなんなのっていう方もいるかもしれませんが、これはぜひ竹中

社長の話を聞いていただきたいですね。 

 

長谷：そうですね。普段、だからあんまり、営業があんまり上手くないんで広まって

ないんですけど、ものは本物ですから。 

 

柳田：ものすごいものですよね。これ、長谷先生もかなわないから作らなかったって

いうことですよね。 

 



 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights reserved 

 

 

長谷：そうですね。昔、だからサプリメントを自社で作ってやろうと思ったんですけ

ど、結局一番になれないっていうのが分かったので。一番になれないって、うち、や

る意味ないんで、応援しようみたいなほうに回ったんですね。 

 

柳田：やっぱ一番はここだったということ。 

 

長谷：ここですね。多分 100 年くらい同じものを作れる会社、出ないんじゃないです

かね。今から始めても。 

 

柳田：そうなんですよ。それくらいすごいんですよ。本当に。実は長谷先生が若いの

も、それじゃないか説も。 

 

南：そもそも。 

 

柳田：サプリの力も強いんじゃないかみたいな。 

 

長谷：多分そうですね。毎日飲んでますからね。ほぼほぼ。19から。 

 

柳田：19 から。ということで、これもね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。

そして五つ目。 

 

南：全ての講義を収録しますので、リアルタイムで学んだことを後から何度でも復習

することができます。 

 

柳田：これはオンラインでですね、いつでもどこでも、何度でも学べるということで

すね。続いて、６つ目。こちらは対面講義のみです。 

 

南：長谷先生を中心とした、先生方による施術を受けられる権利。全 4 回も受けられ

ます。 

 

柳田：こちらも大変貴重なサービスですね。急遽決まったサービスで、普段、なかな

か受けることができないことですかね。続いて 7 つ目。こちらも対面講義のみのサー

ビスです。 

 

南：長谷先生も 19 歳から愛飲するマイクロアルジェコーポレーションの栄養サプリを

4回プレゼント。 
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柳田：5000 円相当の栄養サプリセットが 4 つですからね。毎回の対面講義でプレゼン

トされるのはすごいですね。 

 

長谷：手技によって脳、内臓を整えるだけでなく、これで内側からもさらに整えられ

ますよ。 

 

柳田：さあ、ということで、メインのね、サービスをたっぷりとお届けしてきました

けれども、続いてですね、気になるこちらになりますね。 

 

南：健脳リバースエイジングプログラム、受講スタイルです。 

 

柳田：こちらはですね、二つ、受講スタイルあります。 

 

南：リバースエイジングリアルコース、リバースエイジング録画コース。 

 

柳田：ということで、これ、基本的にはですね、リアルコースっていうのはリアルで

の対面プラス、オンラインっていうのもあったと思うんですけど、それも含めてリア

ルタイムで受けられるというコースですね。で、録画コースっていうのは文字どおり、

全て録画で、後日受講。大体 2 週間後を目安に受講していただくというものなので。

これは、基本的には長谷先生、リアル、来ていただきたいですね。 

 

長谷：そうですね。ぜひ来ていただいてですね、お話をしたいと思いますね。お会い

するのを楽しみにしてますので。 

 

柳田：もうね、もう皆さんもコロナ疲れだと思うんで、直接、こういう志、同じ人た

ちで集まりたいなというふうに思っております。ここ、分かりやすくサービス比較す

るとこういうふうになっておりますので、当然、リアルコースは全部 OK なんですけ

ども、録画の方っていうのは、メインのリバースエイジング習得講義、実技に関して

は録画で見ていただくということになります。なので、これだけ見るとね、本当に一

番上の習得講義がオンタイムじゃないというとこになるんですが、やっぱり、やっぱ

りね、オンタイム。 

 

南：そうですね。やっぱり直接その場でがいいですよね。 

 

柳田：そうですね。オンラインにしても、オンラインの回もやっぱりオンタイムで直
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接つながれる、直接質問できる、リアルタイムで質問できるっていう回になりますの

で、録画コースの方はそれも録画で見ていただくという形になるので、基本的には、

リアルコースをおすすめいたします。地方の方もですね、ぜひ、できればリアルコー

スですね、おすすめいたしますね。どうしてもっていう方は、もちろん録画コースで

も大丈夫ですし、一応、それ西村先生のご配慮でですね、QAもオンライン相談会に関

しては、録画コースの方もリアルタイムで相談していいよというふうになっておりま

すので。南さんの写真集に関しては。 

 

南：ちょっと、しつこい。 

 

柳田：南さん、ちなみにどちらコースですか。 

 

南：もちろんリアルでしょう。 

 

柳田：ありがとうございます。さあそして、いよいよですね、気になる参加方法です

ね。よろしくお願いします。 

 

南：健脳リバースエイジングプログラム参加方法のご案内です。募集期間は 8月 25日

水曜日から 29日日曜日までの 5日間限定となります。 

 

柳田：この 5 日間しか申し込めませんので、ぜひですね、こちらご覧になってる方は、

この 5 日間で決めていただきたいなと思います。もちろん先行でね、プレセミナーと

かで先行募集の方はもう大丈夫なんですけれども、そうじゃない方は、この 5 日間に

ですね、必ず申し込んでいただきたいと思います。でですよ、南さん。 

 

南：これですよ。 

 

柳田：これがやっぱり皆さん、気になってますよ。 

 

南：健脳リバースエイジングプログラム、気になる参加料ですが。 

 

柳田：その前にです。 

 

南：もし、仮に一般的な医療、整体、エステなどの専門学校に通学してスキルを身に

つける場合。 
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柳田：これくらいかかりますと。 

 

南：このくらいかかります。なかなかですね。 

 

柳田：やっぱ高いですよね、先生。 

 

長谷：高いですね。多分、エステもっと高いんじゃないですかね。 

 

柳田：エステティシャンになるっていうやつですね、これは。スキルを身につけて。

で、実際、こういうとこにしかも通うのもまた高いですしね。 

 

長谷：そうですね。私も多分、全部学んでますけど、全部でやっぱり 1000万以上かけ

てますけど、それだけの価値があったかなっていうのはちょい疑問ですよね。 

 

柳田：でもやっぱり相場としてはこれくらいすると。その中でも、最高峰の教えを一

般の人が分かりやすく、誰でもできるように教えてくれるっていうのが今回のプログ

ラムの大きな特徴になっております。もう一つですね、今回、リバースエイジングと

いうことでやっておりますけれども。ちょっと比較としてこういうものをですね。 

 

南：病院やクリニックなどで治療や美容医療を受けた場合の相場をご存じでしょうか。

若返り薬と言われている NMN点滴療法、約 80 万円。額のしわ取り、110 万円。認知

症治療、入院医療費、月 34万 4000円。がん治療、1回あたり 20万から 50万。 

 

柳田：これも上のほうで言うと、やっぱりそういう若返りのやつですけど、女性から

見ると、こういうの高いですよね。 

 

南：高いですね。そりゃ、やりたいですよ。やりたいですけど。 

 

長谷：でも、認知症も金かかるんですね。 

 

南：そうですね。 

 

長谷：すごいですね。これ。 

 

柳田：そうですよね。 
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南：実際はでももっとかかりますよね。 

 

長谷：そうですね。普通の人、払えないんじゃないですかね。34万、月。 

 

柳田：上のほうは本当に若返りっていうとこれくらい、外側をこうやってね、やるの

でかけてるっていうのあると思うんですが、ここまで聞かれた方、まずでも、こうい

うのやる前に、中からやったほうがいいですよね。 

 

南：そうですよね。手っ取り早くこれに手を出したとしても、例えばしわ取りしても、

一生しわができないわけじゃないじゃないですか。今度、別のところにもできるし。

あんまり根本的な解決になってないですよね。 

 

柳田：ならないですよね。下のほうは、やっぱりその、もう何ていうんですか。なっ

てしまったからしょうがないって思ってますけど、やっぱりこういうのも防げちゃう

ということですね。 

 

長谷：そうですね。予防するのが理想ですよね。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：なのでちょっとね、これ出しましたけれども、だからこそこの健脳、価値があ

るんだよっていうのをちょっとぜひ感じていただきたいなというふうに思っておりま

すけれども。 

 

南：このような治療は、少なからず肉体的、精神的な痛みがある。体にメスや針が入

る。薬剤の副作用の恐れがある。持病や体の状態によっては治療を受けられない。通

い続けなければ効果が落ちる。 

 

柳田：まさにそうですね。やっぱり根本から自分でやってしまうというのが健脳の特

徴なんで、ぜひこちら、健脳をまず選択していただきたいなと思うんですが。で、繰

り返しで恐縮なんですが、普通ですよ。治療家向けとかプロ向けっていうと長谷先生、

これだけ取るわけですよね。もちろんそれだけの価値があって、先生方も喜んで払っ

て、治療家の方々が全国から来られるっていうことなんですが。で、今回、そういう

佐藤先生とか西村先生とか南先生も出てくれましたけれど、その先生たちも錚々たる

先生で。 
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南：そうですよね。 

 

柳田：いろんな患者さん、クライアントさん抱えてる中、長谷先生に呼び出し食らっ

て、みんな集まる。ただし、家庭のことだったら OKみたいな。 

 

長谷：子どもの用事とか。 

 

柳田：子どもの用事。そこいいですよね、そこは許される。で、竹中社長も今回、来

ていただけるということなので、何がいいたいかっていうと、めちゃくちゃ価値あり

ますよということなんですが。そして、何度も言ってますが、クラニアルを今回公開

するのが初めてだということで。いうことで、皆さんにご期待いただきたいというふ

うに思っております。なんですが、やっぱりね、これ一般の方に広めたいということ

がありますので、できるだけ、リーズナブルに。 

 

南：そうですね。 

 

柳田：参加しやすいということで、私が土下座しまくって、お願いしまして。南さん

の代わりに。 

 

南：ありがとうございます。今回は一般の方向けのプログラムであり、更には、初め

ての開講を記念して、びっくりする価格になりました。改めて、気になる参加料です

が。 

 

柳田：長い。ごめんなさい。 

 

南：ざわざわ、ざわざわ。ざわざわざわ。 

 

柳田：僕だけじゃないんです。 

 

南：ざわざわ、ざわざわ。 

 

柳田：これ、先生たちも驚く受講料ということで。 

 

南：皆さん、演技派ですね。 

 

柳田：いやすごいですよ。なんと。 
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南：募集当日に発表いたします。なんと。 

 

柳田：なんでやねん。いうツッコミが入るそうなんで弁解させていただくと、とにか

くお得です。だから、ここで発表しなくても当日驚いてくださいということですね。

あと、当然、銀行振込、あるいはクレジット払い、あとは分割っていうのも用意して

ますので、そこもご安心いただきたいと思います。更にですよ、去年までの受講生。 

 

南：HQ、BHQ本講座受講生は、お得な価格でご参加いただくことができます。 

 

柳田：これはですね、去年、一昨年の受講生の方々はこれえっと多分、メールが事務

局からいってると思いますので、そちらご確認いただきたいなと。いってないよって

方、ちょっとまたメールで問い合わせていただければと思いますが、やっぱり皆さん、

これまで内臓学ばれてる方は、更にお得に受講できるようにさせていただいておりま

す。それら含めてですね、本講座、興味ある方はですね、こちらお願いしております。 

 

南：一般募集よりも早く申し込める、優先案内を設けています。対面講座には定員が

あるため、少しでもご興味があれば、いち早くお申込みできる優先案内にご登録くだ

さい。体験セミナー&説明会でも多数のお申込みをいただいています。 

 

柳田：既にね、もう多数の先行申込みいただいておりますけれども、これ見て、今ま

でを見て、興味あるっていう方はですね、とにかくこのページにあるですね、優先案

内にメールアドレス、ご登録いただいておけばですね、いち早く募集当日、お申し込

みいただけますので、それだけはですね、せっかくここまでご覧いただいたので、メ

ール登録をお済ませいただければと思います。最後ですね。こちらもご案内させてい

ただきます。 

 

南：プレセミナー&先行募集説明会のご案内です。会場でご参加いただけるのが 8 月

21 日、22 日です。定員が 20 名さま限定。場所は銀座を予定しております。こちら、

通常 1万円のところを今回、なんと 2000円にてご提供させていただきます。 

 

柳田：ということで、これはちょっと見てるタイミングでは終わってるかもしれませ

んが、ここまで見たらぜひですね、これ、会場で来て直接、長谷先生から学んでいた

だきたいなと思うので、興味ある方、まずプレセミナー、先行募集、いち早く申し込

める、お得に申し込めますので、こちら、間に合う方は来ていただきたいと思います。

そしてですね、今回の最後の締めのメッセージもこの後いただきますが、今回もコメ
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ントですね、南さん、いただきたいですね。 

 

南：今回もコメントをぜひお寄せください。コメントをお寄せいただいた方には、特

典ご用意しております。こちらの特典映像をご覧いただきまして、どんどんリバース

エイジング進めていただければと思います。お待ちしております。 

 

柳田：これ、神村先生が手技、公開してくれてますので、これも絶対見たほうがいい

ので、何かですね、一言コメントいただいて、コメント特典、ゲットしていただきた

いと思います。さあ、ということで、長谷先生、ここまで全 4 回お届けしてきました

けれども。 

 

長谷：そうですね。あっという間でしたけど。 

 

柳田：いかがですか。 

 

長谷：内容のほうはね、非常に充実して、サポートも南のほうからね、お話あったり、

サポートのほうもね、充実してきてますので、ぜひですね、やっぱりオンラインもい

いんですけど、やっぱりフィジカルのほうに来ていただいて、実際お会いしてね、い

ろいろ、私だけじゃちょっと限界がある部分がありますし、イントラだけでは、イン

トラがいても限界がありますので、健康を広められる人をですね、1 人でも多くこれ

から作っていきたいと思いますので、ぜひですね、募集のほう、お待ちしております。 

 

柳田：やっぱり、僕らも長谷先生の思いとかビジョンに賛同して、数年前から一緒に

やらせてもらってますけれども、やっぱり、健康、健脳の伝道師が見た目がものすご

い老けてたりとか、健康じゃなかったら、全く説得力もないですからね。 

 

長谷：そうですね。デブが、これ食ったら痩せるっていう。ハゲが、これ毛が生える

よって言ってるようなものですからね。 

 

柳田：まさに。なんと言っていいかあれですけど、でも本当に、そういった意味でも

ぜひ。やっぱりこれ、興味あるキーワードというかですね、テーマだと思うんですよ

ね。 

 

長谷：そうですね。今後、必要になってくるスキルと知識だと思いますね。 

 

柳田：その結果として、見た目も中身も 10 歳若返っていくということなので。これ、



 

Copylight © 健脳リバースエイジングプログラム all rights reserved 

 

 

史上最強のプログラムでお待ちしておりますので、お値段にも募集当日、驚いていた

だきたいというふうに思います。南さんも最後、一言お願いします。 

 

南：ぜひ、私も会場に足を運びたいと思っています。一緒に若返りましょう。 

 

柳田：ありがとうございます。ということで、全 4 回お届けしてきましたけれども、

この後は皆さんとぜひですね、本講座でお会いしたいと思いますので、東京、リアル

コースでお待ちしておりますので。 

 

南：お待ちしております。 

 

柳田：どうぞよろしくお願いします。ということで、長谷先生、南さん、ありがとう

ございました。 

 

南：ありがとうございました。 

 

長谷：ありがとうございました。 

 

柳田：皆さんもありがとうございました。 
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

セッションをご覧いただいたら、一言でも結構ですのでコメントをお教えください。 

 

 

コメントのお願い 
 

 

『健脳-リバースエイジングプログラム』全編を通しての感想や、 

健脳メソッドを使ってどのような未来を作りたいかなど 

コメントをお願いします。 

 

コメントを頂いた方には、その行動に感謝して特典を用意しております。 

コメントいただいた方には、 

 

西村先生 Presents 動画 

健脳を実現するための頭蓋骨の触り方 

をプレゼントいたします。 

 

健脳になるためには、 

コチラも必見です！ 

 

ぜひ、コメントをしてお受け取りください。 

 

★コメント、コメント特典のご請求はこちらから★ 

→ https://kenno.love/session/mcrf/#comments 

 

 

 

https://kenno.love/session/mcrf/#comments

