
BBグループ ホノルル研修 

『ホノルルマラソンの EXPO 及びレースの協力を通じて、スポーツ活性化による健康社会づく

りとハワイの地域活性化に貢献する。』 

 

① ホノルルマラソン EXPO出店（のべ 3日間） 

② 指圧院訪問研修 

③ 芸能人の施術 

④ ３つのエンジョイの達成 

１、のびのびとハワイの風を味わう。 

２、1 人でも多くのランナーと話し、助ける。 

３、安全旅行のため 1 人行動を避ける。 

 

 

１２／５（火） 

到着初日 

施術ベッドを EXPO会場に搬入 

レンタカーで観光ドライブ（院長先生が運転してくださいました！感謝。） 

場所： 



  

【パワースポットオアフ島の自然】                           

 

運転を引き受けてくださった院長先生は、ハワ

イの見どころを沢山教えてくださいました。 

窓から見える雄大な景色に興奮しながらスマホで

の撮影に夢中になるスタッフ一同。天国の海への

期待が次第に高まります。白い砂浜とエメラルド

グリーンの海を目指してレンタルの大きなダッチ

を走らせます。 

 

【車内の風景】             【目的のビーチまであと少し！】 



 

【到着を喜び全員で記念撮影】 

ワイキキから車を走らせることおよそ 1 時間半。ついに、憧れのビーチへ到着。あまりの美しさに言葉を失い

ました。束の間ではあるもの海に足をつかり、白い砂浜を踏みしめ一同大興奮。移動の疲労がある初日にもかか

わらず、ドライバーを引き受けてくださった院長先生に感謝。翌日からのハードスケジュールに備えて早めにビ

ーチを後にしましたが、初日皆で一緒に訪れたこの場所は忘れられない思い出になりました。（左から、大井先

生、千春さん、院長先生、山中先生、尾形先生、細矢先生） 

  

【ガーリックシュリンプの人気店で遅めのランチ】 



 

【翌日からの活動に向けて乾杯！】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２／６（水） 

 

06：00～朝ラン（院長先生、千春さん、尾形先生） 

08：30～アラモアナ公園ラジオ体操会 

09：30～指圧院訪問研修 

14：00～EXPO 会場設営 

18；00～夕食・ミーティング 

 

【ホノルル在住のシニアライフ協会の皆様とアラモアナ公園にてラジオ体操交流会】 

 

【指圧院治療院での実技研修会の様子】 



ホノルル 2日目、８時３０分よりアラモアナ

公園でシニアライフ協会の皆様と朝のラジオ

体操交流をおこないました。ラジオ体操指導士

の資格を持つ中村院長が円の中央に立ち模範

を披露。笑顔と元気がみなぎる朝の集合写真は

最高の記念になりました。その後、9 時 30 分

より市内の指圧治療院にてスタッフ 4 名が指

圧研修に参加。浪越徳次郎先生の愛弟子の因泥

先生は石原裕次郎氏をはじめ多くの著名人の

指圧を担当してきた日本の指圧の第一人者で

もあり、現在はホノルルを拠点とされ多くの指

圧師を育成。日本では学べない師との出会いを

プレゼントしてくださった院長先生に感謝の

貴重な体験でした。 

                      

 

              【EXPO会場前で大井先生のインカメショット】 

 

 



１２/７（木） 

 

ホノルルマラソン EXPO初日 

０８：３０ 出勤 

０８：４０ 朝礼 

０９：００ EXPO 開始 

１８：００ EXPO 終了 

１９：００ エンバシーホテル集合、夕食・ミーティング 

 

【ホノルルマラン EXPO内ベストバランスＴＯＫＹＯブース】 

 

 ついに、ＥＸＰＯでの１日目の営業が開始。ブース責任者の細矢

先生の指揮のもと初日の集客活動をおこないました。のぼりを持

って会場内を巡り、まずは会場の皆様の視線を引き寄せました。当

ブースには過去 5 年あまりのホノルルマラソンやトライアスロン

の完走Ｔシャツの展示がり、院長先生のこれらのＴシャツはラン

ナーの目をとめるきっかけになったようです。初日は他の出展ブ

ースへのご挨拶やのぼりを使用した宣伝活動を中心に、４名のス

タッフで営業いたしました。翌日のご予約も頂き、この日は 6 名

のランナー様にベストバランスの整体を体験して頂くことが出来

ました。 



 

 

【３０分＄５０（出張整体３０分＄１００）】     写真上 山中先生／写真下 大井先生 

 

【ＥＸＰＯ初日の終了後に夜のワイキキビーチに立ち寄る】 

1 日目の成果 09：00～18：00 売上目標 ３３名 ＄１６００ 

ベッドＡ 6 名 ＄３００ 

ベッドＢ ７名 ＄３５０ 

計 １３名 ＄６５０（達成率４０％） 



１２/８（金） 

 

ホノルルマラソン EXPO 2 日目 

０８：３０ 出勤 

０８：４０ 朝礼 

０９：００ EXPO 開始 

１９：００ EXPO 終了 

１９：３０ ホノルルマラソンフライデーナイト 

２１：００ 夕食・観光 

今年のホノルルマラソンに出場が決定している浅田真央

さんと同じホテルに宿泊。朝食会場では出会うことはできず。

この日の夜のＥＸＰＯ会場にて開催の浅田真央さん、女優の

高梨臨さん、俳優の佐藤隆太さん等が出演のイベント後のバ

ッタリに期待を抱きつつ出勤。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前日にご予約いただいておりました患者様が続々とご来店】 



 ２日目は院長先生がブースでの施術に腕をふるわれ

ました。『神の手』の施術後は皆さんに記念撮影を求め

られる中村院長。Facebookを通してベストバランスの

ホノルル出店をお知りになり、足を運んでいただいた

ケースが多くありました。SNS を含めた WEB の活用

については今後の当社の課題になってくると思います。 

 健康に対する我々の考え方、BB メソッドを社会に浸

透させるためのツールとして有効活用し、多くの皆様

の健康にお役に立てればと考えております。 

 明後日にホノルルマラソンを控えたランナーの皆様

に足を運んでいただき、ベッド３台をフル稼働する時

間帯が増えました。ベッド３台稼働時は多くの皆様の

興味を引くことが出来たようです。 

  

多くの海外からのランナー様にも BB 整体を体験して

頂くことができました。上の写真は、イタリア人とア

メリカ人の施術風景です。ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＭＡＳ

ＳＡＧＥ ＳＥＩＴＡＩにアメージングのお声を頂

きスタッフ一同大変励みになりました。 

 

 

 

 

09：00～17：00 

売上目標 ３６名 ＄１８００ 

ベッドＡ １５名 ＄７５０ 

ベッドＢ ９名  ＄４５０ 

ベッドＣ ５名  ＄２５０  

計 ２９名 ＄１４５０（達成率８０％） 



アロハフライデーナイトの様子 

 

 

 写真左上、浅田真央さん 写真右上、高梨臨さん 

 写真左下、佐藤隆太さん 写真右下、佐藤隆太さんと尾形 

 

EXPO２日目の夜にコンベンションセンターで開催されたイベントでは、浅田真央さんら芸能人の方々を間近

で見ることが出来ました。またスタッフ尾形はイベント後の佐藤隆太さんとのツーショット謝金撮影に成功！ 

また、ベストバランスの名刺を手渡すことにも成功いたしました。いつか佐藤さんが当院を訪れてくださるかも

しれません。 

 この日はイベント後、スタッフでファミレスに行き食事後、ワイキキ周辺を散策しました。中村院長はホノル

ルマラソン大会ドクターの徳田先生と会食の予定があり別行動となりました。ホノルル滞在も早いもので３日目

が終わります。そして、いよいよ翌日は EXPO 最終日。翌朝の早朝スタートに向けて最終調整を希望されるラン

ナーの皆様のケアーに備えてスタッフ一同気合が入っておりました。 



１２/９（土） 

 

ホノルルマラソン EXPO ３日目 

０８：３０ 出勤 

０８：４０ 朝礼 

０９：００ EXPO 開始 

１７：００ EXPO 終了 

ホノルルマラソン出走の尾形早退（１５：００） 

  

EXPO 出店最終日、会場も最後の盛り上がりをみせ

多くのランナーの皆様で賑わいました。この日ホノル

ルに到着されたランナーの方も多く、フライトの疲れ

をマラソン前に解消されたいとご予約を頂くケースが

非常に多かったことが印象的でした。また、この日は

前日や前々日にベストバランスに来店されたランナー

の方が２回目でご来店されるケースもありました。細

矢先生の指揮のもと初日から継続していたのぼりでの

宣伝活動がEXPO全日を通して効果を出していたと感

じました。のほりは今回の EXPO 出店にあわせて、細

矢先生がデザインと発注を担当してくださいました。

当院は、イベントでの出店も多いため今回作成したの

ぼりは今後も活躍すること間違いないでしょう。 

午後の営業もベッド３台使用で多忙を極める中で

したが、翌早朝ホノルルマラソンを走る中村院長と尾

形先生が１５時にブースを上がり、その後は 3 名のス

タッフでの営業となりました。１６時には終了までの

予約表が全ていっぱいになりスタッフ 3 名フル稼働

でランナー様のケアーにあたりました。 

 

09：00～17：00 

売上目標 ２９名 ＄１４００ 

ベッド A １６名 ＄８００ 

ベッド B １２名 ＄６００ 

ベッド C １１名 ＄５５０ 

計 ３９名 ＄１８５０  

プラス ６，０００円×２名 

＝１２，０００円（達成率１３９％） 

 

３日間の合計目標 ９８名 ＄４８００ 

３日間の成果８１名 ＄４０５０（達成率８４．３％） 

 

 



１２／１０（日） 

 

０３：００ ホテル出発 

０４：００ スタートライン整列 

０５：００ スタート 

 天気にも後押しされ、ホノルルマラソン

42.195 キロを故障もなく無事に完走することが

出来ました。   写真/中村院長。尾形先生 



BB グループ 

ベストバランス TOKYO、整体ベストバランス 

ホノルルマラソンＥＸＰＯ出店報告書 

 

成果報告 

 

12／7（木） 

 

09：00～18：00 

売上目標 ３３名 ＄１６００ 

ベッドＡ 6 名 ＄３００ 

ベッドＢ ７名 ＄３５０ 

計 １３名 ＄６５０（達成率４０％） 

 

 

 

12／8（金） 

 

09：00～17：00 

売上目標 ３６名 ＄１８００ 

ベッドＡ １５名 ＄７５０ 

ベッドＢ ９名  ＄４５０ 

ベッドＣ ５名  ＄２５０ 

計 ２９名 ＄１４５０（達成率８０％） 

 

 

 

12／9（土） 

 

09：00～17：00 

売上目標 ２９名 ＄１４００ 

ベッド A １６名 ＄８００ 

ベッド B １２名 ＄６００ 

ベッド C １１名 ＄５５０ 

計 ３９名 ＄１８５０ プラス ６，０００円×２名＝１２，０００円（達成率１３９％） 

 

 

３日間の合計目標 ９８名 ＄４８００ 

３日間の成果   ８１名 ＄４０５０（達成率８４．３％） 


