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こだわるサロン
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Beauty Brief
 Les Nouvelles Esthétiques 

多方面で活躍

『インディバ ®』が提唱する〝便宜性〟で、
お客さまに必要とされるサロンになれる

「第16回インディバ®・コンベンション」11月12日（日）に開催！

〝便宜性〟は健康寿命を延伸して
アクティブ・エイジングを可能に
 「以前、私はスペインに住んでいました。週末にはよく公園に行っ
たのですが、老夫婦が仲睦まじく、手をつないで散歩しているんで
す。時々、キスをしながらね（笑）。微笑ましい光景です。レストラン
でも、ドレスアップした老夫婦が食事を楽しむ姿を、よく見かけまし
た。老年期に夫婦ともに人生を謳歌するなんて、日本では考えられ
ないでしょう？」
　と、山口会長。2015年の日本人の平均寿命は、女性が88.6歳、
男性も80.3歳と延びて、男女ともに世界のなかでも最長寿国と
なっています。
 「しかしながら〝健康寿命〟は72.3歳のまま。平均寿命ほどの延び
を示していません。つまり〝健康寿命〟を過ぎると平均寿命までの十
数年は、寝たきりになるなど、家族の助けが必要なケースが多いの
が現状です。〝健康寿命の延伸〟は今の日本にとって、急務の課題で
す。
　そしてもうひとつ。〝ＱＯＬ〟（クオリティ・オブ・ライフ）には、健
康に加え、美しさも欠かせません。健康に歳を重ねれば、旅行や遊
びにと、アクティブになるし、若々しくありたいと思うものです。
　こうした〝アクティブ・エイジング〟をサポートするのが、〝便宜性〟
です。健康維持のためのケアに加え、美を保つためのエステティッ
クサロンには、積極的に通っていただきたい。しかし、あちこちの施
設やサロンに足を運ぶのは、歳を重ねるほどに億劫なものです。１
カ所で済ませられる施設があれば、利用者にとってこれほどコンビ
ニエンスなものはない。これが〝便宜性〟です」（山口会長）。
　美、サイズダウン、癒やしのみでは、エステティックサロンの生き
残りは難しい時代になっています。〝便宜性〟を備えたサロンこそ、
この先の美容業界を担っていくのでしょう。

各分野従事者が『インディバ®』で
〝便宜性〟向上を目指している
　エステティックで〝便宜性〟を可能にするのは、スペイン生まれの
高周波温熱機器の『インディバ®』です。エステティックサロンではボ
ディやフェイシャル用のメニューに使われる『インディバ®』は、メ
ディカルやスポーツ医学の分野など幅広く使われています。血行・
代謝の促進、組織の改善・修復、自律神経、内分泌系、免疫系のバ
ランス調整、疼痛の緩和など、『インディバ®』の効果は、実に幅広
いものです。
　エステティックサロンのお客さまは、〝痩せる〟〝きれいになる〟な
どの目的で訪れますが、『インディバ®』でトリートメントすると、相
乗効果で体調の不良も軽減させることができるのです。しかしサロ
ンに『インディバ®』を導入していても、エステティシャンにとって、
美容以外の分野の理論、知識、技術の習得は、簡単なものではあり
ません。
 「これについては教育あっての販売が、インディバ・ジャパンの基
本理念。そのため、〝便宜性〟向上のための企画をいろいろと実施し
ています。セミナーもそのひとつです。今まで各分野の従事者別に
行っていた全国のセミナーを統一して開催するようになりました。
エステティシャンだけでなく、『インディバ®』を治療のために使う鍼
灸師、柔整師、統合医療の看護師も参加しています」（山口会長）。
　進化し続ける『インディバ®』の新しい技術を学べるセミナーです
が、同時に専門分野外の『インディバ®』の有効性を知ること、異業
種の従事者と情報交換をすることもできるため、新たなトリートメ
ントやメニューの考案につなげるケースも多いようです。
　また同社では、エステティシャンがトリートメント時に行うトーク
を学ぶ〝トークトレーニング〟と、エステティックサロンの経営者に向
けた〝オーナーズセミナー〟にも注力しています。

山口会長のトークトレーニングに聞き入る参加者

山口会長

１カ所で解決

統合医療・再生医療

さまざまな分野で使用される
インディバ

エステティックサロン、美容皮膚科はもとより、スポーツ、医療分野などでも幅広く愛用さ
れている高周波温熱機器、それが『インディバ®』。比類なき機器として広く知られていま
す。インディバ・ジャパンでは、数年前から〝便宜性〟を提唱、『インディバ®』の普及ととも
に、各分野にこの考え方も浸透し始めています。お客さまに必要とされるサロンになるた
めのキーワード〝便宜性〟を中心に、山口祐司代表取締役会長にお話を伺いました。

 「自分のトリートメントがどんなものなのか、お客さまにきちんと
伝えることができなければ、真の技術者とは言えません。『イン
ディバ®』によるトリートメントがどのような作用をもたらすかの詳
細もさることながら、トリートメントの相乗効果まで説明できる術
を学んでもらうのが〝トークトレーニング〟。〝オーナーズセミナー〟
では、〝便宜性〟を向上させることでエステティックサロンが社会に
貢献できること、そしてエステティシャンへの教育を継続的に行う
ようにと説いています」（山口会長）。
　さらに、9月からは、特別価格で提供し、『インディバ®』による
〝便宜性〟の向上に役立ててもらおうというロングキャンペーンも
実施しています。
 「美容でも、メディカルでも、スポーツ医学でも、〝便宜性〟は、『イ
ンディバ®』でしかなしえないことです。『インディバ®』なら、社会に
貢献できるメニューが打ち出せます。各分野に〝便宜性〟が浸透す
れば、日本の未来はもっと明るくなるでしょう」（山口会長）。

エステティック専用機器
ERシリーズ (ER42)

クリニック専用機器
MDシリーズ (MD530)

 

スポーツ・治療分野機器
HCRシリーズ (HCR801)

 「インディバ®」「インディバ®・アクティブ」の新たな有用性・有効性を発表する「イ
ンディバ®・コンベンション」。数えて16回目となる今年は11月12日に開催されま
す。美容のみならず多方面からの発表が行われ、まさに「便宜性」の時代の機器であ
ることが分かります。ご興味のある方はぜひご参加してみては？

「第16回インディバ®・コンベンション」
開催日時：2017年11月12日（日） 10:00 ～（受付は9:00 ～）
開催場所： ＴＫＰガーデンシティ品川1Ｆ　ボールルームウエスト（品川グース内）
　　　　　東京都港区高輪3-13-3
お問い合わせ：株式会社インディバ・ジャパン東京本社　
TEL　03-5768-8871

受付開始
開会挨拶　
株式会社インディバ・ジャパン 代表取締役会長 山口 祐司
顧問代表挨拶　株式会社インディバ・ジャパン医療顧問　
　　　　　　　　 東海大学名誉教授 谷野 隆三郎 先生
ユーザー発表Ⅰ 元気な老後を過ごすための下肢ケア

～ハンドレスとバンドレスを活用した簡単ストレッチ～
Medical care salon緩和（ゆるわ）　代表 細野 詠子 氏

特別講演Ⅰ インディバ®によるリハビリの一例
もんやま整骨院・はり灸院 門井 浩樹 先生 

医療法人社団洪泳会 東京洪誠病院
放射線科放射線専門医 杉原 康朗 先生

インストラクター発表Ⅰ　
INDIBA® active Cell Therapyの可能性と活用方法 

株式会社インディバ・ジャパン インストラクター

昼食（ランチョンセミナー）
競走馬へのインディバ®施術の可能性   
京都大学大学院　医学研究科　人間健康科学系専攻 運動
機能開発学分野 田代 雄斗 先生
休憩＆出展企業ブース見学
記念講演Ⅰ エステティック市場激変の今、お客さまが望むものは!? 
株式会社インディバ・ジャパン 代表取締役会長 山口 祐司

特別講演Ⅱ　
運動器疾患に対するインディバ®・アクティブの施術効果に
ついて 
京都大学 医学研究科 人間健康科学系専攻 横田 有紀 先生
記念講演Ⅱ パラ水泳日本代表チームにおけるインディバ®の
活用　　　
日本パラリンピック委員会専任トレーナー（水泳）
東京スポーツレクリエーション専門学校専任教員 小泉 圭介 氏

インストラクター発表Ⅱ 
美手　 株式会社インディバ・ジャパン インストラクター
コーヒーブレイク＆出展企業ブース見学
ユーザー発表Ⅱ　お客さまを一生涯のパートナーに
～インディバ®・サロン その価値の伝え方～

予防美容Lourdes（ルルド） 代表 駒澤 由香 氏
ユーザー発表Ⅲ 脂肪吸引術後におけるINDIBA®の有用性

Mods Clinic 院長 長野 寛史 先生 髙木 久美子 氏
記念表彰
閉会挨拶 
株式会社インディバ・ジャパン 代表取締役社長 山口 薫
懇親パーティー
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定期的に行っている講習は、いつも定員オーバーの盛況


