
【受講者から頂いた感想】 

 

親愛整骨院院長 

加賀章乃 様 

①何故ニューロオリキュロセラピーの資格を取ろうと思ったのか。 

トルクリリース（カイロプラクティック）を学び、身体という構造の歪みを正すという

考えから、身体の中を駆け巡る周波数のチューニングというか考えに至り、同じホルダ

ー研究所で取得出来るので取得致しました。 

 

②講座の雰囲気はどうだったのか。 

全く初めての場所でしたが、変に緊張する事もなく、和気あいあいとした感じで講義が

進みました。講座はもちろんの事、講座後の居酒屋での反省会が楽しかったです！ 

 

③実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか。 

ニューロオリキュロセラピーは治療のデパートと言われるだけあって、色々な症状が対

象となりますが、当院では「花粉症」の時期などは、ニューロオリキュロセラピーを知

ってもらうため、キャンペーン価格で施術を行い、多くの方に知ってもらい、なおかつ

喜んで頂きました。 

 

④ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か。 

副作用もなく、費用的にも導入しやすい治療なので、患者様を治したいと思っている先

生方全員に受講をお勧め致します。 

 

⑤ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ 

セミナー受講料、器具購入費用、ニューロオリキュロセラピーの治療実績、器具の手軽

さ（持ち運びにも便利）、どれをとっても優れているニューロオリキュロセラピーはお

勧めの治療のひとつです。治療家であれば トルクリリースも学ばれると良いと思いま

す 

 

福本要介 様 

①何故ニューロオリキュロセラピーの資格を取ろうと思ったのか。 

トルクリリーステクニックと相性が良いから 

 

②講座の雰囲気はどうだったのか。 

とても和やか 

https://www.facebook.com/akinori.kaga.9


 

③実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか。 

慢性痛患者 

 

④ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か。 

治療家 

 

⑤ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ 

簡便・便利 

 

 

テクノポリス カイロプラクティック Office 院長   

有馬 昇 様 

①何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。 

私がニューロオリキュロセラピーのセミナーを受けることとなったきっかけはドクタ

ーホルダーの一言です。それはトルクリリースのセミナーを受けているときでした。そ

の中でドクターホルダーはニューロオリキュロセラピーの紹介をしました。「痛みは電

気信号なので電気信号で消すことが出来る。たとえ拳銃で撃たれた傷でも一時的に痛み

を消すことが出来る治療があります。」この話を聞き無性にニューロオリキュロセラピ

ーを学びたくなりました。そしてその半年後セミナーを受け資格を取りました。 

 

②講座の雰囲気はどうだったか 

依存症など重い内容にもかかわらず先生のジョークを交えたセミナーはとても楽しく

受講出来ました。 

 

③実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか 

実際にニューロオリキュロセラピーの施術を加えてから患者さんから言われることは

「施術を終えて直ぐに頭がスッキリ感じる。」「目の前が明るくなったようだ。」「眠

れなかったのがグッスリ眠れるようになった。」「首や肩が張らなくなった。」などの

感想が多いようです。 

 

④ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か 

この治療法は治療家の皆さんが使っているテクニックと合わせることでグンと治療の

幅が広がりますので是非とも取り入れてもらいたいです。また現在日本では何の規制も

ないので特に医療系の資格など持ち合わせていなくとも誰でも使えます。リラクゼーシ



ョンやエステや整体やヒーリングなどをやってる方や発達障害の症状をお持ちのお子

さんをお持ちのお母さんやお父さんも資格をとってもらえたらいいと思います。 

 

⑤ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ 

この治療法は単に症状を取る為、いわゆる対症療法としての側面もありますがポイント

の組み合わせや術者それぞれの理論や哲学を応用できるので根本治療としての側面も

あり可能性を秘めた治療法だと思います。とくに依存症や発達障害といった脳の報酬連

鎖反応の調整をすることによってメンタルに関係するあらゆる症状にも対応できるの

で、現代人がストレス社会を生き抜くためにはニューロオリキュロセラピーのセラピス

トは強い味方になると確信しております。 

 

 

なのせらぴ松葉 院長 

松葉 眞 様 

私はオリキュロセラピーを実際に体験したことで学ぶきっかけとなりました。もとも

と脳脊髄液減少症による多岐にわたる症状で苦しんでいた私ですが、体験したその日の

夜に頭が軽くなって人の話が聞きやすくなったことで効果に興味を持ち始め、セミナー

を受けるに至りました。セミナー初日はリラックスした雰囲気の中、トレーニングで施

術を受ける方も、施す側も怖さがないので始終楽しい雰囲気で学ぶことができました。

さらに誰が行っても害がない安心感があるので初回のセミナーの翌日から仕事に使っ

てみましが、患者様は施術中にウトウトと眠ってしまう方が多かったのが印象的でした。

その後、耳介のポイントによって様々な効果が出せることを知り身に付けました。 

 

 オリキュロセラピーの効果は幅広いものがあります。健康と美容関係のお仕事をされ

ている方も現在の施術に新しく追加されるのもいいと思います。また、私の脳脊髄液減

少症のような難治性、且つ強い症状で苦しんでおられる方には家庭でのケアが理想と思

います。そのような場合、オリキュロセラピーは自分自身や家族に対しても安全で質の

高いケアが可能ですのでホームケア目的で学ぶことも良いと思います。 

 

 

相澤治療院院長 

相澤光則 様 

何故受講を考えたか？ 今の自分の治療スキルを上げる為。です。私の中では 根本治療に

は脳が関係していると思っています csf の循環や血流 そして信号 特に信号 ニューロンを

介しての周波数だったり電気信号だったとしたり反射弓を通るに対し手技療法だけでは難

しいと感じたからです。 講座の雰囲気は丁寧で優しい雰囲気でした。こちらもリラックス



して受講できましたこと感謝いたします。 治療家で難しいクライアントに対して行き詰ま

りを感じているプロの皆様全てにオススメしたいです。 総評として まだ未熟な私の感想

ですが まだまだ可能性のある治療法ですし研究も進んでいます。日本でブレイクしていな

いのが不思議ですが ブレイクする前に身につけておけば安定した経営もできるのではな

いでしょうか？  

いずれ導入後のシュミレーションなども私自身期待しております。 

 

 

PCT カイロプラクティック院長 

山田 斉 様 

※何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。 ・トルクリリーステクニ

ックと併用すると脳報酬系への効果が高くなるため ・施術の幅を広げるため ・売上げ UP

のため ※講座の雰囲気はどうだったか 講師の先生方もとてもフレンドリーで親切に指導

していただき とても和やかな雰囲気でした 質疑応答の時間もあり疑問点も解決しました 

※実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか 慢性痛全般・繊維

筋痛症・ダイエット・うつ症状・パニック障害 更年期障害・産後の不調・発達障害・禁煙

等の方々 ※ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か 医

師・歯科医師・修道整復師・鍼灸師・マッサージ師・エステシャン 美容師・理容師その他、

医療関係者全般 ※ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ ニューロオリキ

ュロセラピーに出会う前は、体の構造的な要因に対する施術でしたが 脳や神経にアプロー

チできるため施術の幅が大きく広がりました また、ニューロオリキュロセラピーは安全で

技術を習得するにも比較的容易で 講習会の翌日から使用できるテクニックです 治療家は

もちろん一般のご家庭で家族に使用したい人にもお勧めです 講習会が終わっても会員に

なれば勉強会やフェイスブックなどで疑問があれば 解決できるバックアップシステムも

充実しているので安心です 実際にニューロオリキュロセラピーを導入してから患者数も

増え売上げも上がりました ので講習会費用や器具代はすぐに取り戻せました 

 

 

アルテカイロプラクティック 院長 

前田 彰 様 

※何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。 痛みの改善といった身体

的な症状の改善に役に立つと思ったこともそうですが、うつやパニック障害などのメンタ

ル系の症状に対応できることで 施術の幅が広がると思ったから。 ※講座の雰囲気はどう

だったか 和気あいあいとした雰囲気で質問もしやすかったです。 ※実際ニューロオリキ

ュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか パニック障害などどこに行って良いか



分からず苦しんでいた方や、お子さんが発達障害でお悩みの方に特に喜ばれました。 また、

急性痛で患部に触れるのが難しい方にも応急処置として喜ばれました。 ※ニューロオリキ

ュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か 対応できる症状がかなり広がる

ので、今よりもっといろいろな症状（特にメンタル面）に対応していきたい方にお勧めで

す。 また、自分への治療も可能なので自己ケアに対する意識の高い先生にもおススメです。 

※ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ ニューロオリキュロセラピーを導

入して、これまで難しかった症状に対応できるようになり、施術をしてても「見える景色

が変わった」という印象です。 導入もしやすく、それでいて奥深いのでこれからももっと

深く学んでいければと思っております。 

 

 

和兎柔整院 院長 

小口慶之 様 

資格取得について 何か新しいものはないかと探している時に出会いました。各疾患や症状

に対し自分が今までやってきたことと違うアプローチの仕方に関心を持ち、更に創始者の

先生に講義や技術指導をいただけるということで受講を決めました。 #講座の雰囲気 ユー

モアがあり質問に分かりやすく何でも答えてくれるホルダー先生の知識の広さ見識の深さ

に驚きました。翻訳と指導をして頂いている遠藤先生も大変気さくな方で終始和やかな雰

囲気の講座でした。 #施術後喜ばれた方 私は神経系の症状へ適用することが多いのですが、

交通事故損傷から抜歯後の疼痛緩和まで幅広く喜んで頂いています。 #資格取得の推薦 患

者さんに対して真摯に向き合いたいと考えている施術者は勿論ですが、やはり毎日使いた

いという疾患をお持ちの方やそのご家族にこそ資格取得を目指し、ご自身で使っていただ

きたいです。 #総評 ご家庭で使用できる医療器機は数あれど、副作用が無くこれだけ持ち

運びが気楽なものは少ないと思います。医療施術者以外にも家庭使用に限り一般の方でも

資格を取ることが出来るとなれば我々の仕事が無くなってしまう危機ですね。 

 

 

もりやまカイロプラクティックオフィス 代表 

森山 俊司 様 

脳神経に、直接アプローチできる事で、施術の幅が広がると思い受講しました。 講師の先

生が親切丁寧に教えてえただき、楽しく受講する事ができました。 長年痛みが取れなかっ

た方や、発達障害、甘い物がなかなか辞めれない方、様々な日常のストレスを抱えている

方に喜ばれました。また、即効性があるのでスポーツ選手の方にも好評でした。 即効性が

あり、副作用もないので、安全に施術する事ができます。その場で痛みが経過したり消失

したりしますので、スポーツ選手に携わっているコーチやスタッフの方、なかなか痛みが

取れない患者を診ているセラピストの方などにおすすめ致します。 セミナーは一日で終わ



りますので、すぐ臨床に取り入れる事ができます。誰でも簡単に施術が出来きますので、

興味がある方は是非受講される事をお勧め致します。  

 

 

宮崎整体療術院 院長 

宮崎 圭介 様 

※何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。→内臓関係にアプローチ

出来ると聞いて興味を持った。 

 

※講座の雰囲気はどうだったか→良かった、皆さん熱心だった。 

 

※実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか→頭痛、不定愁訴

の方に喜ばれた。 

 

※ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か→自分と同じセ

ラピスト、またストレスとか多い患者さん等。 

 

※ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ→学び始めてすぐに禁煙に効果が

高いと聞いたがまだ試してないのでどんな感じか施術をしてみたい。 

施術を受けている方は何をされているのかが実感が無いのでどの様に施術の説明をしてい

くかが課題。 

 

 

リラクゼーション楽種  

吉岡 千佳 様 

※何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。 

→珍しいのと、せっかくトルクリリースを勉強したから。 

 

※講座の雰囲気はどうだったか 

→ 勉強熱心な先生方が多くて非常に刺激になった。また、治療に対して構造・内臓だけじ

ゃなく幅広い視点で人を見るキッカケになった。 

 

※実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか 

→ 慢性痛に悩んでいた方 

新しいモノ好きの人  

不眠症の人 



 

※ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か 

→ 鍼灸師 

 

※ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ 

→ 資格がいるわけでもない・新分野・それなりの効果・お手軽 

とても良いと思いますが、患者さんの快楽度が低いのでリラクゼーションサロンでは使い

にくい。 

患者さんと向き合う治療院では良いと思う。また、施術を行う先生がしっかり効果効能を

お伝えして納得の上、施術が行えるととても良いのでは？ 

 

トルクリリースやオリキュロは治療の良さをアピールするのではなく適応範囲を分かりや

すく絞って、そのお悩みはどうしたら良くなるのか？の作用機序の説明を行い、その選択

肢の一つにこれらの治療があると言う流れが良いのでは無いかしら？と感じます。 

 

 

日だまりスポット 

坂元 裕子 様 

※何故ニューロオリキュロセラピーの資格をとろうと思ったか。 

→耳介からの電流よる刺激だけで様々な疾患部位に影響を及ぼすことができるという所に

ひかれたから。 

 

※講座の雰囲気はどうだったか 

→ 良かったです。 

スティムプラスプロに慣れるのに少し時間がかかりましたが、何人かの先生の耳でポイン

ト探しをさせていただきました。 

 

※実際ニューロオリキュロセラピーを使ってどのような方に喜ばれたか 

→ ストレスフルな方 

効果はさておきダイエット目的の方 

 

※ニューロオリキュロセラピーの資格取得を勧めたいのはどのような人か 

→ 心理セラピストの方にも良いのでは。 

 

※ニューロオリキュロセラピーに関しての総評・まとめ 

→耳介からの電流によるアプローチは施術を受ける側にとっても斬新で良いと思う。 



音の変化で確実なポイントに刺激が入っている事を確認できるのも嬉しい。 

 

 

 


