
プログラムレシピ



はじめに

挨拶・自己紹介

＜ポイント＞
・名前と自分のプライベートなことを話す
・質問と投げかけをし、コミュニケーションをとる
・アイスブレイク（空気を和ませる）できるように、ユーモアをプラスする

＜トーク例＞
ボールリリースを担当します、○○です。よろしくお願いいたします。

昨日ユニクロに行ってきたのですが、ほしい商品があったのですが、割引になってい
なかったので、買うことを悩んで、結局やめてしまいました。ユニクロはついつい割引
待ちしてしまうんですよね。皆さんは割引待ちしませんか？（笑）私って貧乏性なの
かな（笑）！それでは、レッスンをはじめていきます。よろしくお願いいたします。

クラス紹介（内容と効果説明）

＜ポイント＞
・簡潔な内容説明
・参加者のニーズに合った魅力的な効果説明
・理論的な効果説明

＜トーク例＞

ボールリリースは、セラピストが使用する特殊なボディケアボールを使用して、凝り
固まった筋肉、筋膜を緩め、骨格を正常なあるべき位置に戻していくプログラムです。

骨格が整うことで身体の機能が改善し、痛みや凝りの解消、スタイルアップに効果の
あるプログラムです。

トーク3原則

①コントラスト：伝えたい事をゆっくり大きな声で話す（感情を込める）

②大げさなジェスチャー（ビジュアルキュー）：表情、身振り手振りで表現する

③コミュニケーション：質問や投げかけをする（？で終わるトーク）

＜その他効果＞

筋肉が緩まり、血液やリンパの巡りが良くなるため、細胞に酸素と栄養が運ばれや
すくなり、細胞が若返ります。そのため、美肌の効果もあります。



下半身ケア

事前評価・チェック

＜ポイント＞
・つま先を立てて、膝を伸ばす
・両手の位置を覚えておく

＜トーク例＞

効果を実感していただくために、事前に腿裏とお尻の筋肉の柔軟性チェックを行いま
す。現状どの位置に手が届いているか覚えてください。

効果を高める３つのポイント

①無理をせず、痛みを避けてマイペースに行う。 （痛気持ちいいがベスト）
※同じ部位への刺激が強すぎると内出血してアザができるので注意
②呼吸を深く。 （普段の2倍～3倍ゆっくり大きな呼吸、鼻呼吸、口呼吸などの制限はない）
③刺激が入る筋肉を意識する。 （意識することで効果が高まる）

腓腹筋（右）

＜ポイント＞

・上に重ねる脚を押す力で強度を調整
する

＜効果＞
・冷え、むくみ改善
・ふくらはぎがツリやすいのを防ぐ

・ふくらはぎよりも深層の筋へも刺激が
入り、足首、足の指の動きも改善する

＜トーク例＞

右のふくらはぎをリリースしていきます。ふくらはぎの筋肉が緩むことで、血流やリン
パの巡りが改善し、冷え、むくみが改善します。また、筋腹、筋間のリリースで弾力
性の向上によりふくらはぎがツリやすいのを防ぐ効果もあります。ふくらはぎは、第二
の心臓と言われる大切な部位なんです。



＜ポイント＞
・ほぐした側のふくらはぎと、ほぐしていないふくらはぎの硬さを比較する

腓腹筋（右）の弾力性チェック

＜トーク例＞

それでは、右側のふくらはぎを触って硬さを確認しましょう。どれだけフワフワに柔ら
かくなったかを反対側を触って比較してみましょう。全然ちがうでしょ？これだけ普段
硬くなっているんですよ。ふくらはぎをケアしないと全身の血液、リンパの巡りがわる
くなるので、健康面も美容面もマイナスになってしまいますよ。

ハムストリングス（右）

＜ポイント＞
・刺激を感じにくい部位

＜効果＞
・前屈が柔らくなる
・骨盤後傾が改善する
・脚の骨格が整い、美脚になる
・腰痛の予防改善

＜トーク例＞

右の腿裏をリリースしていきます。腿裏は、骨盤についている筋肉なので、硬まって
しまうと股関節や骨盤の動きが悪くなったり、骨盤を後傾させてしまいます。骨盤が
後傾することによって、股関節が外に開いてしまい（外旋）、ガニ股にもなりやすく
なってしまうんです。

デスクワークが長い方は、常に腿裏の筋肉が収縮し、硬くなっているので、リリース
が必須なんです。筋肉が収縮すると血液、リンパの流れも悪くなるため、腿裏に老廃
物が溜まり、セルライトもできやすくなります。

また、腿裏の筋のセンサーに刺激を入れることで、今後、トレーニングをする際に、
ハムストリングスを意識しやすくなったり、股関節の動きが改善することで、スクワッ
トなどが上手になるなどトレーニング効果（美尻、美脚効果）を高めてくれます。



大殿筋（右）

＜ポイント＞

・刺激を感じやすい部位なので、両手
で支えて強度を調整する

＜効果＞
・前屈が柔らくなる
・骨盤後傾が改善する
・脚の骨格が整い、美脚になる
・腰痛の予防改善
・座骨神経痛の予防（梨状筋も緩む）

＜トーク例＞

右の臀部をリリースしていきます。殿筋は、骨盤についている筋肉なので、硬まって
しまうと股関節や骨盤の動きが悪くなったり、骨盤を後傾させてしまいます。股関節
の動きが悪くなることで、代償して腰の骨や筋肉に負担がかかり、腰痛につながって
しまいます。

また、骨盤が後傾することによって、股関節が外に開いてしまい（外旋）、ガニ股にも
なりやすくなってしまうんです。

また、殿筋の筋センサーに刺激を入れることで、今後、トレーニングをする際に、殿
筋を意識しやすくなったり、股関節の動きが改善することで、スクワットなどが上手に
なるなどトレーニング効果（美尻、美脚効果）を高めてくれます。

大腿筋膜張筋（右）

＜ポイント＞

・刺激を感じやすい部位なので、両手
で支えて強度を調整する

＜効果＞
・脚の骨格が整い、美脚になる
・膝痛、腰痛の予防改善
・ランナー膝（腸脛靭帯炎）の予防改善

＜トーク例＞

右の腰骨下の大腿筋膜張筋をリリースしていきます。大腿筋膜張筋が硬くなると、腿
外の筋膜、腸脛靭帯の硬縮につながるため、膝関節や股関節のスムーズな動きを
制限し、動きや姿勢を悪くするため、膝痛、腰痛につながります。

腿外側（筋膜、腸脛靭帯）のハリをリリースすることで、太ももが細くなる効果があり
ます。



腸骨筋（右）

＜ポイント＞

・刺激を感じやすい部位なので、体重
のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・骨盤前傾が改善する
・脚の骨格が整い、美脚になる
・腰痛の予防改善

＜トーク例＞

右の脚の付け根、腸骨筋をリリースしていきます。腸骨筋が硬くなると股関節のス
ムーズな動きを制限したり、骨盤が前傾し、反り腰となり腰痛につながります。

腸骨筋は、外側荷重での立位姿勢、歩く動作、トレーニング（スクワットなど）で使わ
れやすくなります。外側荷重は、あまりよくない筋肉の使い方です。本来は、大腰筋
の方をメインに使いたいため、腸骨筋の抑制のためにも、リリースしておいた方が良
いです。 （※下記解説参照）

外側荷重だとなぜ腸骨筋が使わ
れやすくなるのか？

身体の中心軸からの距離で捉え
た場合に、

腸骨筋：外側
大腰筋：内側

に、付着しているからです。 股関

節の支え方（スタビリティ）におい
て、身体の中心軸に近い内側で
支えるのか？遠い外側で支える
のか？
で、言えば、内側で支える方が、
良い身体の使い方です。

解説

腸骨筋

大腰筋



事後評価・チェック

＜ポイント＞
・つま先を立てて、膝を伸ばす
・両手の位置を覚えておく

＜トーク例＞

効果を実感していただくために、再度、腿裏とお尻の筋肉の柔軟性チェックを行いま
す。事前チェックと比較し手の位置が前に伸びたことを感じましょう。

変化が大きかった方は、普段から硬まっている証拠です。日々のケアをしっかりしま
しょうね！！

下半身ケア（反対側）

大腿四頭筋（右）

＜ポイント＞

・刺激を感じやすい部位なので、体重
のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・骨盤前傾が改善する
・脚の骨格が整い、美脚になる
・膝痛、腰痛の予防改善

＜トーク例＞

右の腿前、大腿四頭筋をリリースしていきます。大腿直筋が硬くなると、膝関節や股
関節のスムーズな動きを制限したり、膝の過伸展、骨盤の前傾による反り腰となり、
膝痛や腰痛につながります。

また、外側広筋のハリをリリースすることで、太ももの外ハリが取れて美脚になりま
す。



事前チェック

＜ポイント＞
・腰が反らない
・痛みがある方は無理をさせない

上半身ケア

＜トーク例＞
効果を実感していただくために、事前に肩回りの柔軟性チェックを行います。

まずは、腰が反らないように両手をバンザイしてください。手の位置がどこにあるか
覚えてください。そして、肩の上げやすさも覚えてください。

次に指先を肩にタッチし、肩を回しましょう。肩につまりがないか？回しやすさを覚え
てください。

僧帽筋上部・肩甲挙筋（右）

＜ポイント＞
・猫背にならない

＜効果＞
・肩こり、首コリの予防改善
・猫背予防改善

＜トーク例＞

首、肩の筋肉（僧帽筋上部・肩甲挙筋）をリリースします。肩こり、首コリがある方は
この部位が硬くなり、コリがひどい方は、何も感じない方もいらっしゃいます。筋肉を
緩めていくことで血流が改善し、コリが緩和します。

日常生活で両手を動かす際、肩がすくみ猫背になる癖がある方は、この部位が緊張
している証拠です。緩めることで姿勢が綺麗になります。



小胸筋（右）

大胸筋（右）

＜トーク例＞

胸の筋肉（小胸筋）をリリースします。スマホ、パソコン操作により、この部位は硬く
なっている方がほとんどです。この部位が固まると肩を前に引っ張ってしまうため、
猫背になります。猫背が改善することにより、バストトップが上がり、デコルテラインも
綺麗になります。

また、首、顔への血流向上により、血色が良くなる、肌のハリがでる、むくみ改善によ
る小顔効果も期待できます。

＜ポイント＞
・猫背にならない

＜効果＞
・肩こり、首コリの予防改善
・巻き肩の予防改善
・猫背予防改善
・血色、肌のハリ
・顔のむくみ予防改善（小顔効果）

＜ポイント＞
・体重のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・肩こり、首コリの予防改善
・巻き肩の予防改善
・猫背予防改善
・血色、肌のハリ
・顔のむくみ予防改善（小顔効果）

＜トーク例＞

胸の筋肉（大胸筋）をリリースします。小胸筋の上にある胸の大きな筋肉で、小胸筋
と同じくスマホ、パソコン操作により硬くなっている方がほとんどです。この部位が固
まると肩を前に引っ張ってしまうため、猫背になります。猫背が改善することにより、
小胸筋リリースと同じ効果が期待できます。

また、この部位が硬くなると、両手バンザイする動作の制限をします。肩の痛みや腰
の痛みにもつながるので、しっかりリリースしましょう。



広背筋（右）

脊柱起立筋（右）

＜トーク例＞

脇の外側の筋肉（広背筋）をリリースします。この筋肉は腰の背骨までつながってい
るので、腰痛の原因になります。

その他にも、この筋肉が硬くなると腕の骨の前側についているため、巻き肩になりま
す。巻き肩になると、バンザイ動作が制限され、肩痛、腰痛の原因にもつながります。

小胸筋、大胸筋、広背筋が硬くなると全て巻き肩、猫背につながってしまうのです。
そしてこの巻き肩、猫背が肩や腰の痛みへつながるのです。

身体の動きは連動しているので、例えば、「肩が凝るから肩の筋肉をほぐす」では根
本改善になりません。その他まわりの筋肉を緩めていき、姿勢や関節の動きを良く
することで肩こりが根本的に改善していくのです。

＜ポイント＞
・体重のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・肩こり、首コリの予防改善
・巻き肩の予防改善
・猫背予防改善
・腰痛の予防改善
・顔のむくみ予防改善（小顔効果）

＜トーク例＞

背骨の横を沿って縦にはしる筋肉（脊柱起立筋）をリリースします。背骨の動きに大
きく関わる筋肉です。人間の動作においては、脊柱（背骨）の動きが伴うのがほとん
どですので、この部位が緩むことで日常動作が楽になります。

また、ランニング、ゴルフ、テニスなどスポーツにおいても、動作がスムーズになるた
め、パフォーマンス向上や怪我の予防になります。

＜ポイント＞
・体重のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・腰痛の予防改善
・日常動作が楽になる
・スポーツパフォーマンス向上、怪我の予防



肩甲骨周辺の筋肉（右）

＜トーク例＞

肩甲骨周辺の筋肉（僧帽筋、菱形筋など）をリリースします。この筋肉を緩めることで
バンザイ動作がスムーズになり、肩や腰の負担を減らすことができます。

肩こりがある方は、肩甲骨周辺も凝っていると思います。しっかりリリースすると肩こ
りが良くなります。（猫背姿勢で肩甲骨が外転していると、肩甲骨内転に作用する筋
肉は伸びて硬まっている）

肩甲骨周辺の筋肉が緩み、血流がよくなることで普段の生活で背中が使えるように
なり、背中まわりの脂肪が燃焼しやすくなります。

＜ポイント＞
・体重のかけ方で強度を調整する

＜効果＞
・肩こり、首コリの予防改善
・肩痛の予防改善
・腰痛の予防改善
・背中の脂肪燃焼

事後評価・チェック

＜ポイント＞
・腰が反らない
・痛みがある方は無理をさせない

＜トーク例＞

事後チェックをしてみましょう。まずは、腰が反らないように両手をバンザイしてくださ
い。手の位置がどこにあるか、リリース前と比べてください。肩の可動域が広がって
いませんか？

次に指先を肩にタッチし、肩を回しましょう。肩につまりがないか？リリース前と比べ
て回しやすくなっていませんか？

上半身ケア（反対側）



プログラム構成

下半身（右側）

事前評価・チェック

事後評価・チェック ※右の方が柔らかくなったことを確認

パターン①

下半身（左側）

事後評価・チェック ※左右均等に柔らかくなったことを確認

上半身も同様の流れ

下半身（左右）

事前評価・チェック

パターン②

事後評価・チェック

上半身も同様の流れ

●リリースの順番
・筋腹と筋間をリリースする順番はどちらからでもOK

●時間調整
・時間を短縮するときは、筋腹だけや、筋間だけリリースしてもOK
※継続レッスンで週1回ペースで実施するならば、週ごとに、交互がオススメ
・上半身のみ、下半身のみのレッスンでもOK

その他


