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コアとは?

・体幹は、身体から、頭、腕、脚をのぞいた、胴体の部分
その中心となるのが『腹（丹田）』

・丹田は、古来、肉体と精神の中心と位置づけられ、肉体的にはあらゆる身体運動上の中心
であり、精神的には、意識とエネルギーの根源
・呼吸・動作・イメージを通じ、肉体と精神の中心である『体幹、丹田』＝『コア』をチュ
ーニングしていく



おへそをA点、腰仙移行部をB点とし、
Aから垂直におろした線と、Bから恥骨
結合に向かって引いた点Dの交わる点
をCとし、ABCを結んでできた三角形の
内円の中心が正中心。



チューニングの概念

◎音楽用語での『調律』
・音のブレを正し、本来の音色を出すために、
楽器の音を調整すること

◎周波数を調える（合わせる）
・感度を上げ、周波数を合わせると、必要な情
報を正しく受信出来る



■コアチューニング
メソッドとは?



創始者：須⽥達史との出会い
須⽥達史プロフィール
• 幼少より、剣道、柔道、空⼿を学び、20歳でキックボ

クシングを始め、23歳で⽇本チャンピオンとなる。
• 現役引退後は空⼿、キックボクシング、シュートボク

シング、Ｋ-1選⼿等のトレーナーを務める傍ら、⾃⾝
のセルフコントロール能⼒を⾼める⾝⼼調律メソッド
『コアチューニング』を開発し、世界チャンピオン8名、
⽇本チャンピオン20名を輩出する。

• 現在では、⼼⾝調律メソッド『コアチューニング』、
⽂武両道の教育体系『中⼼道』の創始者として、輝か
しい成果を上げる経営者、リーダーを続々と輩出。

• 世界に誇る⽇本の叡智を伝え、国内外から⼤きな注⽬
を浴びる現代の指南役である。



努力が報われる状態にする



日本人の肚をつくる国民体育

聖中心道・肥田式強健術の創始者
肥田春充先生について



いざという時に必要なもの
それは丹田の力である







20年かけて創り上げた
強みの集大成

私たち個人の健康や、身の回りの方々のことだ
けでなく、次の時代へと継承していくために、
私たちの想いを合わせてコアチューニングメソ
ッドを国民体操として広げていきましょう。



■腹のメカニズム



腹式呼吸

腹式呼吸をすると、横隔膜が上下運動をする。

その結果
①体幹を安定させる効果
②内臓を活性化させる効果
③自律神経を安定させる効
果



骨のない腹を支えているのは腹圧。

「腹の風船」がふくらむことで、体幹
が安定する。

風船のゴム部分=筋肉

体幹を安定させる効果

「腹の風船」に内臓が収まっているが、そ

の内臓の位置を安定させ、かつ背骨を立て
るために前側から支えるのが
風船内（=腹腔）の圧力・・・腹圧

『腹を練る』日本の文化



腹腔の構成

上部 → 横隔膜
中部 → 腹直筋

内外腹斜筋
腹横筋

下部 → 骨盤底隔膜
（肛門挙筋、尾骨筋）

それぞれの筋肉がつながり、
「筋肉の風船」を形成している。
そしてその形状は、腹腔内圧（腹圧
）で支えられている。



内臓を活性化させる効果

内臓は、栄養の消化・吸収・排泄
など新陳代謝の中心。

※腹（肚=身体の大地）

腹圧をコントロールして、内臓を活性化
することで身体の回復力が向上する。

腹圧（腹腔内圧）は腹腔内の内臓を安定させ
るための圧力。

腹圧を保ち、コントロールすることで、内臓
は正常な位置に保たれる。



自律神経（交感神経・副交感神経）が、
精神の集中（緊張）とリラックスを切り
替えている。
本来、自律神経は、脳の視床下部でコン
トロールされている。

自律神経を安定させる効果

みぞおちの奥に自律神経をコントロ
ールする、太陽神経叢がある。

だから、コアチューニングでは、
腹式呼吸をしながらお腹を押す。



腹式呼吸の効果 まとめ

腹式呼吸をすると横隔膜
が
上下運動する

その結果
・体幹を安定させる効果 ・・・支持力
・内臓を活性化させる効果 ・・・回復力
・自律神経を安定させる効果 ・・・精神力



■コアチューニング
の３つの特徴



1. 心と身体の軸を作ろう！

身体の状態が、心の状態を表して
いる

自然体は、下半身が安定し、上半身
はリラックスしている。
立姿も美しく、凛としている。

武道などでは、『上虚下実』とも呼
ばれ、理想の状態とされている。



2. BBM回路をつなぐ

保有能力 発揮能力

意識トレーニング＝回路をつなぐ

腹圧を中心に、呼吸から始まり、脳
、筋肉への連動を意識するトレーニ
ング
B（ブレス）B（ブレイン）M（マッ
スル）回路

BBM回路を無意識に繋げられるよう
にしていく



2. BBM回路をつなぐ

腹（丹田）を中心に、呼吸で身体をコントロールすることを、
当たり前の状態にする。



3. 身心調律

自然体は「統一体」 武道では「上虚下実」



■Self Core Tuning (体操実践編)



「日本の未来を仕事に」
コアチューニング資格講座のご案内

JAPANコアチューニング協会認定講師
佐々⽊浩⼀



コロナ禍で不安
やストレスが
ピークに
• マスクで浅い呼吸に
• 経済不安
• 感染の恐怖
• ⾃粛のストレス

そんな今だからこそ
呼吸法で肚を作る時

全
集
中
の
呼
吸



不可能を可能にする肚の力



肚がなくなった現代⽇本⼈

GHQの政策
• 体育座り
• ラジオ体操
• 椅⼦
• 「道」の禁⽌
Etc.



腹圧が鍵

コアチューニングは、
たった５分の誰にでもできる
簡単な体操で、
腹腔の容量をアップさせ
腹圧をあげる
驚異的メソッド！



Before & After
たった５分で驚きの変化！

Before After



９７％が実感した！



⽇本の
未来を
仕事に！

コロナ禍で危機に陥るたくさん
の⼈にコアチューニングを伝え、
本来の状態に復活させるプロ
ジェクトに⼒を貸してください。



コロナの今だからこそオンラインでも
結果を出せる確かなメソッドを
資格を持って仕事をしたい⽅へ
• 感染不安なしのオンラインの

仕事がしたい
• ⼦育て中のままでもできる⼼

⾝の健康を仕事とにしたい
• 家族、⾝の回りの⽅の⼼⾝ケ

アをしたい
• ⼈に喜ばれる仕事をしたい
• ⼿に職をつけたい

トレーナー、治療家の⽅へ
• コロナ⾃粛で遠のく客⾜への

解決策
• 価格競争に悩み打開策が欲し

い
• ⼿技に⾃信がない
• 圧倒的な差別化できる施術メ

ソッドが欲しい
• お客さんにもっと喜んで欲し

い



受講後に得られるもの

たくさんの感謝による、
培われる、⾃信、

やりがい

短時間で、成果が出る
ことでの信頼感

⾝体、健康への意識が
⾼まり、⼼⾝ともに健

やかな⽣活

⾝体はもちろん、精神
⾯でもお客様をサポー
トできる本物の技術

いつでも、どこでもお
⾦を稼ぐことができる

能⼒

スキル・技術を⾼め合
える仲間、環境

病院やクスリに依存し
ない⾃律型の考え



CTI（コアチューニング・
インストラクター）
ニーズに合わせて
２つの教室開催できる資格

1. コアチューニング教室を
リアル開催

2. コアチューニング教室を
オンライン開催



CTT（コアチューニング・
トレーナー）
２つの教室開催＋
施術ができる資格

1. コアチューニング教室をリ
アル開催

2. コアチューニング教室をオ
ンライン開催

3. 施術



ズーム⽇程＆参加費
担当講師：佐々⽊浩⼀

⽇程：⽇本時間
９⽉２６⽇（⽇） AM9:00〜PM12:00（前半：理論）

PM8:00〜AM0:00（後半：実技）
参加費：

⼀括 ９６,８００円税込（銀⾏振込・PayPal）
分割 ３４,０００円x３回（PayPalのみ）

＊教科書代 別途５,５００円＋送料
＊チューニングポール １６,５００円（税込）＋送料
＊認定料 10,000円（税込）／年

コアチューニングインストラクター（CTI）



東京⽇程＆参加費
担当講師：根本和彦

⽇程：
前期 9⽉23⽇（祝・⽊） AM9:00〜PM5:00
後期 11⽉28⽇（⽇） AM9:00〜PM5:00
互師互弟 両⽇共に PM6:00〜PM8:00

参加費：
⼀括 363,000円税込（銀⾏振込・PayPal）
分割 38,500円x10回（PayPalのみ）

＊教科書代 11,000円（税込）

＊チューニングポール 16,500円（税込）
＊認定料：20,000円（税込）／年
※認定料は講座終了後、試験に合格した場合のみ発⽣します。

コアチューニングトレーナー（CTT）



⼤阪⽇程＆参加費
担当講師：⻑尾則江

⽇程：
前期 １０⽉２⽇（⼟） AM9:00〜PM5:00
後期 １２⽉４⽇（⼟） AM9:00〜PM5:00
互師互弟 両⽇共に PM6:00〜PM8:00

参加費：
⼀括 363,000円税込（銀⾏振込・PayPal）
分割 38,500円x10回（PayPalのみ）

＊教科書代 11,000円（税込）

＊チューニングポール 16,500円（税込）
＊認定料：20,000円（税込）／年
※認定料は講座終了後、試験に合格した場合のみ発⽣します。

コアチューニングトレーナー（CTT）



福岡中央区⽇程＆参加費
担当講師：吉⽥優⼦

⽇程：
前期 １０⽉２⽇（⼟） AM9:00〜PM5:00
後期 １２⽉４⽇（⼟） AM9:00〜PM5:00
互師互弟 両⽇共に PM6:00〜PM8:00

参加費：
⼀括 363,000円税込（銀⾏振込・PayPal）
分割 38,500円x10回（PayPalのみ）

＊教科書代 11,000円（税込）

＊チューニングポール 16,500円（税込）
＊認定料：20,000円（税込）／年
※認定料は講座終了後、試験に合格した場合のみ発⽣します。

コアチューニングトレーナー（CTT）



申し込み⽅法
１、以下申し込みページにアクセス
CTI https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1504779351OORrHeWH
CTT  https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1476876301jqUwIveW
２、フォームに必要事項記⼊
３、決済⽅法を選択（⼀括銀⾏振込、⼀括PayPal、分割PayPal）
４、担当講師名はCTI佐々⽊、CTT東京根本、CTT⼤阪⻑尾、CTT福岡吉⽥
５、紹介者の欄に「佐々⽊浩⼀」と記⼊
６、備考の欄に参加⽇を記⼊
７、決済完了後、佐々⽊にFacebook友達申請の上、メッセージで決済完了した旨を伝える
• 申し込み締め切り

9⽉8⽇（⽔）２３時５９分

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1504779351OORrHeWH
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1476876301jqUwIveW


「日本の未来を仕事に」
佐々木もあなたと一緒に創ります！


