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《《《《創業創業創業創業のののの経緯経緯経緯経緯》》》》

学生時代の過剰なスポーツとパンプスを履き続け営業職を遂行することで足にトラブルを抱え悩んでいたところ、

ドイツ式フットケアの技術ポトロジーがあることを知り、丸の内にある大丸百貨店『ドイツ式フットケア フット

バランス』で施術を受け、長年痛みをこらえていた足指に発症した魚の目の痛みから解放された。

この感動から、同企業に志願し就職する。

その後店長となり、サロン売り上げ月1200万の実績を上げ、退社。顧客のニーズに答えられる、知識と技術を学

びたいと、ドイツ人からレクチャーを受けられるフスウントシュートステートスクールにてドイツ式フットケア

について一から学びを改め、2002年8月8日東京都内水道橋にて開業をスタート。

その後、青山店・船橋店と拡大したが、スタッフの結婚・自らの介護問題に

遭遇し拠店の縮小を計り、地元千葉県船橋のみを拠点とし、固定費を削減した

企業展開を遂行したいと船橋商工会議所に加入した。

弊社の知識と技術が健康予防法となる科学的根拠を立証する為、学会に席を置き、

自社の検証データを構築し分析を行い、アドバイザーとして、各分野で活躍する

医療従事者との連携を深めている。

地元に密着し、千葉の船橋市からと人々に向けた健康予防法を発信する為、

2013年9月26日会社設立。

人人人人とととと社会社会社会社会のののの健康生活応援団健康生活応援団健康生活応援団健康生活応援団になりたいになりたいになりたいになりたい

【【【【なゆたなゆたなゆたなゆた 企業理念企業理念企業理念企業理念】】】】
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1963年生まれ

東京女子体育短期大学児童教育学科卒

小学校教諭・保育士経歴

フットケアなゆたスクール 代表

日本フットケア技術協会事務局長2009.2月～2016年2月就任

日本フットケア技術協会理事・研修副委員長2017年2月〜2019年1月就任

日本メンタルヘルス協会公認カウンセラー

ナードアロマテラピー協会アロマアドバイザー

日本排尿協会会員

日本ウオーキング協会正会員・日本経営士会賛助会員

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長

大岩久恵大岩久恵大岩久恵大岩久恵

足活応援団！



一、健康になる為に個々に応じた技術力提供します

一、お客様のお悩みを最後までご一緒に解決します

一、お客様は私たちの先生です

一、感謝を忘れずに素直な心で対応します

一、笑顔絶やさず元気よく行動します

一、お客様の健康貯金のサポーターになります

一、フットケアを通じて様々な社会貢献を致します

一、なゆたに関わる方々が無限大に繋がり共に繁栄するよう

行動します

【【【【当社当社当社当社のクレドのクレドのクレドのクレド】】】】

平成25年 9月8日
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・2002年8月8日

フットケアサロン那由他水道橋店オープン(2014年8月31日船橋サロン統合)

若石 (じゃくせき)リフレクソロジースクール開校

東京、千葉、青森、佐賀、沖縄にて出張フットケア実施

・2006年

青山店オープン(2011年3月水道橋サロン統合)

青山ザック美容室へ出張フットケア実施

・2008年

なゆたオリジナル着圧5本指ハイソック

『るんるんソックス』発売

・2012年8月8日

なゆたオリジナル技法 『バランスリフレ』 開発

・2013年9月26日

株式会社なゆた 会社設立

フットケアなゆた バランスリフ レスクール 開校 ( 卒業生 38名 )

株式会社なゆた キャラクター未病戦士 「なゆったー」誕生

・2014年9月19日

第21回日本排尿機能学会にて一般演題口演

『フットケアの視点から排尿障害の検討』を発表

・2015年4月

なゆたの取扱商品製作会社主催のTVコマーシャルに出演

『なゆたオリジナル着圧5本指ショート丈』発売

・2018.9月

企業対象 健康経営推進事業 『職場で健康予防 足と靴のセミナー開催』・ 足活共同研究スタート

・2019年1月

公益財団法人がんの子供を守る会より6年連続感謝状贈呈

2019年6月

フットケアなゆたstudio リニューアルオープン

足ドック・ 姿勢改善ウオーキング ・足ケア術 newプログラム スタート

【【【【沿革沿革沿革沿革】】】】
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③③③③ フットケアフットケアフットケアフットケアなゆたなゆたなゆたなゆた

スクールスクールスクールスクール 事業事業事業事業

⑤⑤⑤⑤ 出張出張出張出張 フットケアフットケアフットケアフットケア

⑥⑥⑥⑥フットケアフットケアフットケアフットケア用品販売用品販売用品販売用品販売

⑦⑦⑦⑦ 靴職人靴職人靴職人靴職人とのコラボとのコラボとのコラボとのコラボ

レーションでのレーションでのレーションでのレーションでの靴販売靴販売靴販売靴販売

【【【【フットケアフットケアフットケアフットケアなゆたなゆたなゆたなゆた 業務内容業務内容業務内容業務内容】】】】

①①①①フットケアサロンフットケアサロンフットケアサロンフットケアサロン

運運運運 営営営営

②②②② 講講講講 演演演演 活活活活 動動動動
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④④④④ 企業企業企業企業のののの健康経営健康経営健康経営健康経営

推進事業推進事業推進事業推進事業

⑧⑧⑧⑧ ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動



・歪みを整えるオリジナル技法『バランスリフレ』（写真1）

・足のトラブルを根本から解決するの『カウンセリング』（写真2）

・心身のトラブルを和らげるためのメディカルアロマテラピー

・メンタルヘルスカウンセリング（一例バウムテスト）（写真3）

・オーダー靴の販売(写真4)

・フットケア用品企画 (写真5)
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①①①①フットケアサロンフットケアサロンフットケアサロンフットケアサロン運営運営運営運営

②②②②講演活動講演活動講演活動講演活動

・講演依頼のテーマに合わせた講演（写真1）

・弊社独自のカリキュラムを作成し、『自分でできるマイフットケア』を毎月開催（写真2～3）

Studioにてウォーキングにてウォーキングにてウォーキングにてウォーキング
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③③③③バランスリフレバランスリフレバランスリフレバランスリフレスクールスクールスクールスクール事業事業事業事業

・フットケアの技術者の養成・自立して店舗運営できるまでサポート

・バランスリフレは、足のケアのプロフェショナル施術者を養成する事が目的

・卒業後も月に1日スキルアップセミナーを開催

・イベント・チャリティー活動などに参加する

・機会を設け、施術とカウンセリング実践のトレーニングを行っている

足の構造・爪・角質のケア方法・足の疾病・足の反射区・体の生理学・体と心の関わり、

足と体の抹消神経からの繋がりから現れる無意識反射を観察・心のカウンセリング、

体に作用するメディカルアロマテラピーの活用・シューズカウンセリング等東洋医学を

ベースに、足から未病対策を実践できるスキルを他分野にわたり身に着けている。

第一線で対応するまでには、3年を要す。

オリジナルテキスト スキルアップセミナー 修了書授与 チャリティー活動 靴業界イベントISF
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⑤⑤⑤⑤訪問訪問訪問訪問フットケアフットケアフットケアフットケア

・介護施設・保育園・会社のイベントなど各施設に必要な技術を提供

④④④④企業企業企業企業のののの健康経営推進事業健康経営推進事業健康経営推進事業健康経営推進事業

・各々の職場に適した 足活健康予防法 を 支援 《 会社も社員もWin-Win 》

「働き方改革で、社員さんのパフォーマンス力をあげて業務効率向上！」

「足から自分の体の情報を知り効率的ケア青実践足から体質や精神を更に健康に導く健康予防法」

・足ケア術セミナー

・施術体験

・健康増進動画作り ( その業種のトラブルの傾向性に合わせたケア動画 )

オリジナルテキスト セミナーの様子1 セミナーの様子2
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⑥⑥⑥⑥靴靴靴靴のののの販売販売販売販売

靴職人とのコラボレーションにより、顧客の満足度を追求した「「「「足足足足のののの機能機能機能機能をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための」」」」

オーダーメイド靴の販売 ( 日本製 )

⑤⑤⑤⑤フットケアフットケアフットケアフットケア用品販売用品販売用品販売用品販売

・当社オリジナル商品「着圧フルサポート5本指靴下 るんるんサポーターソックス」

販売開始から10年目のロングセラー商品で、

3800足を売り上げ、口コミ販売を維持。

愛用者のリピート年数は平均8年。

【特徴】

1．指が開き運動量促進

2．踵の歪みを整快適な歩行をサポート

3．ふくらはぎのポンプ力を高めむくみ血流促進

るんるんソックスの特徴
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⑦⑦⑦⑦ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動《平成22年～平成30年目 累計 150万円》感謝状5年連続授与

スタッフ全員の親族が癌を患い、闘病生活の大変さを痛感。未来ある子どもたちに救いに手を差し

伸べたいと願っていた所、偶然に出張先近隣に「公益財団法人がんの子どもを守る会」を発見し、

施設を見学させて頂くことを機会に、募金させていただいた資金の運用が的確である事を確信し、

チャリティー活動・チャリティーセミナー・チャリティーイベントを企画～実践し続けている。

6666年連続年連続年連続年連続でいただいたでいただいたでいただいたでいただいた感謝状感謝状感謝状感謝状とととと50505050周年記念感謝状周年記念感謝状周年記念感謝状周年記念感謝状

顧客感謝祭の中で募金の呼びかけ
都内施設にて施術をし募金活動 2013年～感謝状授与 今年度6回目

16年目屋形船江戸川花火大会

顧客感謝祭の中で募金の呼びかけ
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【東京都】

・台東区保健所・台東区民講座

・一般社団法人日本創造経営協会

・国際靴・雑貨見本市ＩＳＦ

・東京都町田市５０周年企画

・株式会社ウエルネス21

・パンプスメソッド研究所

・葛飾区若草幼稚園

【千葉県】

・自治労連千葉県本部

・千葉市内保育園

・船橋観光ブランド(船橋銭湯スタンプラリー)

・船橋市役所労働組合

・一般社団法人日本経営士会

・ 船橋商工会議所

・あんしんニッセイ同和損保

・ 明治安田生命

・佐瀬歯科医院、

・藤川歯科クリニック

・美容室 クリッカ

【【【【過去過去過去過去のののの講演会実績講演会実績講演会実績講演会実績】】】】

【神奈川県】

・横浜市脳血管医療センター

【福井県】

・看護学校

【佐賀県】

・佐賀県私立病院

・医薬品協会

・伊万里市社会福祉協議会

【沖縄県】

・琉球大学医学部保健学科共済イベント

・看護学校

・沖縄県私立病院

・富士通株式会社沖縄支店

・まあるデイサービスセンター

等
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出典：2010年11月～2月業界紙、繊維研新聞2ケ月連続掲載

『今日からできるマイビューテイー』

なゆったーの使命なゆったーの使命なゆったーの使命なゆったーの使命

人と社会の「健康生活應援団」！

人々に足から健康になる秘訣を伝授するため

足のイラストからキャラクターに変身。

なゆったーを主人公に、健康テーマ別紙芝居を

制作し、足のケア方法を伝える啓蒙ツールに

している。

【【【【業界紙等への掲載】】】】

【【【【なゆたなゆたなゆたなゆたオリジナルキャラクターをオリジナルキャラクターをオリジナルキャラクターをオリジナルキャラクターを活用活用活用活用】】】】

株式会社なゆた

イメージキャラクター

なゆったーなゆったーなゆったーなゆったー

紙芝居を製作し、足のケアの啓蒙を実施している

例例例例))))集中力がない時は足のケアをしてウォーキング！！集中力がない時は足のケアをしてウォーキング！！集中力がない時は足のケアをしてウォーキング！！集中力がない時は足のケアをしてウォーキング！！

心も頭も体も元気になるよ～心も頭も体も元気になるよ～心も頭も体も元気になるよ～心も頭も体も元気になるよ～



健康経営

サポートについて

健康経営アドバイザー認定（認証番号：19000788）







職場で健康経営宣言！！

頑張っている経営者様頑張っている経営者様頑張っている経営者様頑張っている経営者様

の健康生活を応援しますの健康生活を応援しますの健康生活を応援しますの健康生活を応援します

従業員様の

パフォーマンス力を

確実にアップ

1. 『足ケア術『足ケア術『足ケア術『足ケア術 セミナー』セミナー』セミナー』セミナー』からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催

2. 健康経営健康経営健康経営健康経営 6カ月シリーズ：カ月シリーズ：カ月シリーズ：カ月シリーズ：〜〜〜〜健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催

3. 『足『足『足『足ドックドックドックドック』』』』受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ 開催開催開催開催

ＦＡＳＴＦＡＳＴＦＡＳＴＦＡＳＴ セミナーセミナーセミナーセミナー

『『『『足と靴のセミナー足と靴のセミナー足と靴のセミナー足と靴のセミナー』』』』 60分分分分



こんなお悩みを抱えていませんか？こんなお悩みを抱えていませんか？こんなお悩みを抱えていませんか？こんなお悩みを抱えていませんか？

長く履いて長く履いて長く履いて長く履いて

いられないいられないいられないいられない

巻き爪巻き爪巻き爪巻き爪

タコ・魚のタコ・魚のタコ・魚のタコ・魚の

目ができて目ができて目ができて目ができて

いるいるいるいる

足がむくんだ足がむくんだ足がむくんだ足がむくんだ

りつったりすりつったりすりつったりすりつったりす

るるるる

フィットするフィットするフィットするフィットする

パンプスパンプスパンプスパンプス がががが

みつからないみつからないみつからないみつからない

本本本本

当当当当

はははは

・・・・・・・・

・・・・

ＦＡＳＴＦＡＳＴＦＡＳＴＦＡＳＴ セミナーセミナーセミナーセミナー 30分分分分〜〜〜〜60分分分分



1. 『足ケア術『足ケア術『足ケア術『足ケア術 セミナー』セミナー』セミナー』セミナー』からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催からの希望セミナー開催

例） アンケート回答から抜粋致します

Best 1. 熟睡対策ケア

Best 2. 肩こり対策ケア

Best 3.      腰痛対策ケア

Best 4.      眼精疲労対策

Best 5. 胃腸改善対策ケア



2. 健康経営健康経営健康経営健康経営 6カ月シリーズ：カ月シリーズ：カ月シリーズ：カ月シリーズ：〜〜〜〜健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催健康改革の処方箋～企業向け開催



健康経営 6カ月シリーズ：〜健康改革の処方箋～企業向け

テーマ：自分でできる効果的な健康法をマスターしよう！！

健康投資の必要性

2.足の健康診断

1.健康経営論

4.足の手当法

5.自己診断術

6.健康改革

3.足の基礎知識

【知識編】【各月課題】 【実践編】 【データ・アンケート】

足と体の

繋がり体験

・脈拍測定

・健康状態カルテ記入

・ピッツバーグ睡眠質問票

足の年齢チェック 足と体の

機能測定

・脈拍測定

・セミナー受講アンケート

足の機能と体の役割
基本ゾーン（腎臓）

ケア方法

足ケアのルール 道具を使った

簡単フットケア

体調との関連性

トラブル

発見方法

自分の処方箋作成
毎日簡単な

3分フットケアの実践

・脈拍測定

・セミナー受講アンケート

・脈拍測定

・セミナー受講アンケート

・脈拍測定

・セミナー受講アンケート

・脈拍測定

・健康状態カルテ確認

・ピッツバーグ睡眠質問票
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3. 『足『足『足『足ドックドックドックドック』』』』受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ受講にて、自分の足機能アップ

あなたのあなたのあなたのあなたの足年齢足年齢足年齢足年齢、、、、何歳何歳何歳何歳ですかですかですかですか？？？？

フットケアフットケアフットケアフットケアなゆたのなゆたのなゆたのなゆたの 足足足足ドックドックドックドック で調べられますで調べられますで調べられますで調べられます

全10種類の項目から

足のプロがチェック！

浮浮浮浮 きききき 指指指指

チェックチェックチェックチェック

体体体体 幹幹幹幹

ババババ ララララ ンンンン スススス

チェックチェックチェックチェック

骨骨骨骨 盤盤盤盤

バランスバランスバランスバランス

チェックチェックチェックチェック

一生一生一生一生自力自力自力自力でででで歩歩歩歩けるけるけるける足足足足・・・・姿勢姿勢姿勢姿勢をををを改善改善改善改善するするするする歩歩歩歩きききき方方方方
をフットスタジオからをフットスタジオからをフットスタジオからをフットスタジオから作作作作りませんかりませんかりませんかりませんか？？？？

そのそのそのその他他他他、、、、足足足足・・・・靴靴靴靴のおのおのおのお悩悩悩悩みもおみもおみもおみもお気軽気軽気軽気軽にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください

60606060分分分分 3,000円円円円(税抜税抜税抜税抜) ※各回先着5名様

体型体型体型体型はははは足年齢足年齢足年齢足年齢でででで きまるきまるきまるきまる！！！！



私たちはフットケアを用いた従業員の

健康管理を通じて千葉県の中小企業

の健康経営に貢献します。
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