オステオパシー療法が、
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一般社団法人ステイルアカデミージャパン
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ボルディーノ先生はフランスのフィギュ

顔を増やしていきましょう。
属の先生で、また今年のワールドカップ
を取った代表選手の一人にもオステオパ
シーの施術を行っています。さらにバル
バロ先生はフランスのバスケットボール
のナショナル･チームの選手に施術を行

ぜひオステオパシーに興味を持たれた

般の方の多くは、オステオパシーで身体

アスケートのメダリストのフィリップ･

スティルアカデミィジャパン 理事
SAJ2期生

ランスのあるプロ･サッカーチームの専

キャンデロロや、イワンポポフ先生はフ

オステオパシーは全身の関節全てと全身の筋･筋膜を
全てを観察・調整する多彩な手技を持ちます

石原 学

で検索！
詳細は ステイルアカデミージャパン
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――――― 石 原

このように一般の方から一流選手を含

っています。
めてアスリートにとってオステオパシー
は身近で有効な技術です。ぜひオステオ
パシーの手技による本格的な調整をお勧
めします。またスポーツ選手のケアに携
わりたいと思っている一般の方や、従来
のスポーツケアのトリートメントをより
発展させたいとお考えのプロの方にも、
是非きちんとしたオステオパシーを理解
し学んで頂きたいと思っています。

フランスの政府認定校と提携し、日本にいながら5年間で本場フランスの一流
講師陣による最先端のカリキュラムを学べます。(授業は通訳が入ります)
医療従事者(国家資格保持者)専門コースもあわせて体験説明会開催中！
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NEXT 最後に今後の展望とNEXT

2019年4月 フルタイム基礎コース開講！
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