
ＳＰシステム株式会社

ボランタリーチェーンご提案資料



「健康美立国ＪＡＰＡＮプロジェクト」を推進。

筋力を維持し、いつまでも健康な肉体を。

MISSION

近年、外出自粛や運動不足などにより、筋力の衰えが生じ、
歩行困難や寝たきりになってしまう方が増えています。
こうした要介護状態の方が増加することにより、
医療費や社会保障費は国の大きな負担になっています。

また若年者であっても長時間のデスクワークで筋力が衰えたり、
肥満や生活習慣病のリスクを抱える方も少なくありません。

一方、日々激しい運動を行うアスリートの方でも、
過度なトレーニングにより組織を痛めたり、
運動時に発生する活性酸素により、
疾患のリスクを抱えている方も多くなっています。

私たちSPSは、"健康美立国ＪＡＰＡＮプロジェクト"の元、
筋力の維持や運動後のダメージの軽減、
活性酸素の除去といったアプローチを行い、
いつまでも健康な肉体をサポートします。



SPSは、科学的メソッドを用いたフィジカルケアを実施する新しい時代のメディカルセンターです。
運動後のダメージを急速に回復するアイシングや、悪玉活性酸素を除去して細胞レベルで健全化に導く水素吸入といった、

これからの時代の身体ケアを提供致します。
現在、スタートアップとして、全国に100店舗の展開を開始しています。

最先端技術を用いた、次世代のメディカルセンターＳＰＳ

１．事業内容



２．新規事業のご提案

人手不要！次世代型システムのご提案。
共同体組織で集客・売上UPを支援致します。

SPSで扱う機器は、人手不要で科学的なメソッドに基づいたフィジカルケアを提供致します。
そのため、店舗様は人を増やす必要が無く、接骨医師の身体的負担を減らし、売上に貢献します。

また、全国の企業やスポーツチーム等に、SPS法人会員やインストラクター会員を開発することにより、
そうした会員様が集客する場として地域の加盟店様の売上に貢献することができます。



３．ボランタリーチェーン全国展開

東京都

神奈川県

千葉県

札幌

仙台
新潟県

名古屋

京都府

大阪府

福岡県

広島県

熊本県
沖縄県

中央センター

東支部

西支部

南支部

北支部

全国主要都市各地区に、基幹店舗である
中央センターと４つの支部を展開致します。

ボランタリーチェーン全国１００店舗展開開始！

各県１～2店舗

各県2～4店舗

各県10～20店舗

系列店

埼玉県

・
・
・

先着20名様限定！加盟金０円キャンペーン実施中！！
現在、スタートアップ特典として、先着20件の店舗様に加盟金0円のキャンペーンを実施しております！



４．サービスメニュー

水素セラピー アイシング 筋肉増加・痩身

水素は、身体の細胞の隅々まで行き
渡り、老化の原因と言われる悪玉活
性酸素を除去することで、酸化した
身体を還元し、細胞レベルから健全
化に導きます。

激しい運動時には多くの活性酸素が
発生すると言われており、トレーニ
ング後のアフターケアにお勧めです。

GAME READYは、アメリカで開発
された高性能アイシングマシンです。
身体の部位を覆うラップの中の冷水
を循環させ、空気圧をかけることで、
圧迫とアイシングを両立させた革新
的な身体ケアを実現したマシンです。
腫れ、痛み、筋肉の痙攣を緩和し、
回復を促進します。

筋肉量を増やしながら脂肪細胞を減
少へと導く、新しい理論の美容痩身
で、従来のEMSの7倍の深さまで筋
肉刺激を行い、脂肪細胞のアポトー
シスを促します。

筋肉維持や関節保護を行うHMBサ
プリメントと併用して、更なる相乗
効果が見込めます。



世界のトップアスリートが愛用する究極の身体ケア
運動後のダメージを急速回復するアイシングマシン

ポータブルアイシングマシンの最高峰
世界で７万台以上の実績

ＧＲＰＲＯ２．１

冷却・温熱・圧迫・交代浴を可能にした
最新機器・氷も不要

ＭＥＤ４ＥＬＩＴＥ

５．アイシングマシン 「GAME READY」



６．アイシングとは？

革新的なテクノロジーにより、身体の
ダメージを早期に回復させるアイシング

激しい運動により身体にダメージを受けた後、
ケガによる治療後、アスリートを担当するドクターや
ケアの専門家、トレーナーの方々は、疲労や炎症、
痛みをできるだけ減らし、治癒を早めたいと願っています。

自然回復を待つだけでなく、積極的に身体を回復させるた
めに、GAME READY（ゲームレディ）は開発されました。

患部を覆う円周状の圧迫されたラップの中に、
冷水と空気を循環させ、その効果が実証されている圧迫療
法と冷却療法を、バランス良く統合させ、治療回復期にお
ける革新的なアイシングを生み出しました。



７．世界のアスリートから指示される「GAME READY」

身体コンディションに対する効果は、世界で活躍する
トップアスリート達からの圧倒的な支持を受けています。

◆冷却温度・圧迫力が調整可能
GAME READYは、氷水を使用することで冷却温度[1.7度～10度]の調整と、ラップ（カフ）圧力[圧力無・弱・中・強]
の調整が可能です。さらに作動時間をコントロールすることで、持続的に快適に使用することができます。

◆均一で密着度の高い冷却保持
GAME READYの間欠圧迫法により、ラップ（カフ）が身体の各部位にフィットする形状を保ち、より密着度の高い冷
却が可能になります。

◆こだわった快適性と使いやすさ
GAME READY本体に、1～2kg程度の氷と1000cc程度の水を入れ、コントローラーで温度や圧力、作動時間を設定す
ればすぐにお使いいただけます。ラップ（カフ）は、マジックテープにより装着しやすく、その形状は、人間工学に基
づいて身体にフィットするように設計されています。



８．温熱・冷却・圧迫・温冷交代を１台で実施「ＭＥＤ４ ＥＬＩＴＥ」

１台で冷却・温熱・圧迫・急速な温冷交代が可能！

革新的なリハビリテーションシステム MED4 ELITE

◆氷を必要としない冷却［3℃/38℉まで冷却］

深部に浸透し、長時間継続する冷却状態を作り上げて、血管収縮を
促進し、急性の怪我または術後に鎮痛剤なしに痛みを安全に軽減し、
代謝要求、筋痙攣、炎症を減らします。

◆コントロール可能な温熱［45℃/113℉まで加熱］

コントロール可能な温熱を発生させることで、血管拡張を促進し、
怪我の部位への血液循環を増加させ、リンパ機能を増強し、痛みと
硬直を減らし、怪我や手術後の自然な治癒プロセスを促進させます。

◆急速な温冷交代［一分未満の切り替え］

急速な温冷交代治療は、対象の怪我部位の血管系を交互に開閉させ、
更なる浮腫を起こすことなく、効率的に、コンパクトに、かつ清潔
に痛みを軽減し、血流を増加させます。

◆能動圧迫［4レベル、5-75mm Hg］

特許取得済みの断続的な空気圧迫は、自然の筋肉収縮を促して、怪
我部位から浮腫を軽減させ、ラップが身体にフィットすることで、
より優れた表面接触およびより効果的な冷却／温熱療法をもたらし
ます。



９．アイシングの作用

他商品と比較し、圧倒的な冷却性能。

長時間持続し、痛みと腫れを緩和する。

1．患者の麻薬性薬剤消費量の削減
2．麻薬性鎮痛剤の早期中止を可能に
3．理学療法の主要なマイルストーンで計測可能な

向上を達成
4．回復プロセスにおける患者の満足度の向上
5．輸血の必要性の低下
6．入院期間の短縮
7．創傷部からの浸出液の減少
8．感染リスクの低下
9．痛みの緩和
10. 腫れの低減

GAME READYに特有の臨床エビデンスおよび臨床上の有効性

Game Readyの冷却・圧迫療法システムの有用性を評価する
４つの市販後臨床追跡調査が終了しています。
これらの市販後臨床追跡調査試験の結果、Game Readyシステ
ムの有用性に関する以下の主張が10件、臨床的に証明されま
した。



１０．ＮＡＳＡの技術を転用した最先端のテクノロジー

NASAの宇宙服開発の技術を転用し、

革新的なアイシングを可能にした最先端のテクノロジー



１１．NASAの技術を転用したGAME READY専用ラップ

ひざ用ストレートラップ フルレッグラップ 足首用ラップ ハーフブーツラップ

臀部/大腿部用ラップ 屈曲型ひざ用ラップ ひじ用ストレートラップ 屈曲型ひじ用ラップ

手/手首用ラップ 肩用ラップ 腰用ラップ CTスパインラップ クールベストラップ

患部装着用ラップ一覧



悪玉活性酸素を除去し、身体の内側から健康へ。
副交感神経を優位にし、血行を促進する。

飽和水素水の約５本分に相当する水素を
粉末１つで。体内で６時間連続発生。

99.7%の高濃度水素を発生。
発生量30cc・100ccタイプが選べる。

水素セラピー専用サプリメントＳＰ水素吸入機

１２．水素吸入・水素サプリメント



１３．水素がもたらす主な3つの変化

１つめは・・・

自律神経
調整

２つめは・・・

血行促進

水素を吸入すると血管が広くなり、血行が良くなる
ことが報告されています。実際にサーモグラフィー
で撮影すると、指先や足先など５～６℃前後温度が
上昇していることが観測されます。冷え性防止や体
の免疫力UPなどが期待できます。

３つめは・・・

抗炎症作用

水素には炎症を抑える働きが報告されており、痛み
や怪我の回復が期待できます。水素が炎症を引き起
こす活性酸素や炎症を加速させる炎症性サイトカイ
ンを減らすことが世界各国からの学術論文で報告さ
れています。

水素吸入には「緊張の神経」と呼ばれる交感神経を
抑制し、「休息の神経」と呼ばれる副交感神経を優
位にする働きが報告されています。その結果、
リラックスを促し自律神経の乱れを整えてくれるこ
とが期待できます。



１４．水素の特徴

限りなく小さい分子で、細胞の中のミトコンドリアまで到達。
酸化した細胞を還元して、身体の内側から健全化へ

原子番号１の水素は最も軽い元素で、宇宙で最も数が多い成分です。
特に注目すべき点はそのサイズで、他の抗酸化物質と比較すると限りなく小さく、体の隅々まで行き渡ることができます。

特に人間の脳には血液脳関門という防波堤のような機能があり、同じ抗酸化物質のビタミンCやポリフェノールなどはこの関門を通過する
ことができませんが、水素は分子量がとても小さいため関門を通過することができます。

脳にまで水素を行き渡らせることが出来るのは、水素吸入が最も効果的であると言われています。



１５．水素吸入の人体への作用の報告

水素が血行を促進し、体温を上昇させることを観測。
慶大の研究で、ラットの血圧低下効果が報告。

※赤が水素を吸入したラット。黒が比較対象群。

出展：慶応大学プレリリース 2020年11月27日

水素を吸入すると血管が広くなり、血行が促進されることが報告されています。実際にサーモグラフィーで撮影すると、指先
や足先など５～６℃前後温度が上昇していることが観測されます。
また慶応大学の研究では、高血圧のモデルラットを用いて毎日１時間の水素吸入を行った結果、血圧を下げる効果が観測され
たと発表しています。また同研究では、ラットの自律神経の活動指標の測定により、交感神経の過度の活性化が水素吸入に
よって抑えられることが証明されたとしています。



水素は、炎症性サイトカインと呼ばれる炎症を促進する物質
を減らす働きが報告されています。
炎症は通常、外敵から身を守るための正常な防御反応ですが、
過剰に、あるいは慢性的に発生すると、健全な細胞までも傷
付けてしまいます。

水素は、炎症性サイトカインや活性酸素といった過剰に発生
した攻撃性の物質を抑えてくれることにより、老化や疾患の
リスクを減らすことが期待できるのです。

血流が良くなり、細胞の代謝がゆっくりとなることにより、痛みもより軽減されることが報告されていま
す。身体の自然な炎症反応がコントロールされると、背部及び脊椎損傷における治療経過をより早く快適
なものにします。

アイシングは、損傷した組織のダメージを制限することにより、治癒を促進し、全体的な回復期間を短縮
することが報告されています。同時に、温度を下げることは神経線維の活動を減らし、痛みを軽減するた
めのしびれ(無感覚)効果を生じさせ、筋肉けいれんの発生を少なくすることが期待されます。

１６．水素・アイシングによる抗炎症作用

水素による抗炎症作用

アイシングによる抗炎症作用



電磁場により、従来の脂肪だけでなく、筋肉
にもアプローチする最先端マシン

Mona Lisa Genuine

2人同時に施術が可能！
さらに深くインナーマッスルを強化！

EM’s Buster

１７ ．筋肉増加マシン「EM’s Buster」「Mona Lisa Genuine」



１８. 筋肉増加マシンとは？

筋肉が人体の35%を占めているにも関わらず、従来の痩身機器は
脂肪のみをターゲットしています。
EM’s Busterは、従来の脂肪だけに働きかける痩身機器ではなく、
新しい技術で筋肉にもアプローチし、筋肉量を増やしながら脂肪
細胞をアポトーシスへと導く全く新しい理論の痩身機器です。

脂肪だけでなく筋肉にアプローチする最先端マシン

３０分間服を着たまま寝ているだけで、
筋トレ約２万回に相当！



30分間寝ているだけで脂肪細胞をアポトーシス

超極大筋収縮で細胞の活性化を誘発し、脂肪分解を促します。
同時に、細胞内では遊離脂肪酸が放出されます。

さらに、体のエネルギー源として消費される遊離脂肪酸が
Mona Lisa Genuineの刺激に反応し、脂肪細胞より大量に
放出されます。

脂肪細胞が機能障害を引き起こし、
アポトーシスしていきます。

アポトーシスした脂肪細胞は分解後、
数週間にわたり安全に対外へと排泄されます。

１

2

3

4

１９. 筋肉増強・脂肪燃焼の原理



２０ ． 筋肉量を増加させる新しい理論「HI-EMT」とは？



２１. 施術前後の経過画像



２２．ＳＰＳサービス体系

ＳＰＳ会員料金

一般会員 法人会員 インストラクター会員



２３．ＳＰＳサービス体系



２４．２０２５年に訪れる医療と介護の崩壊について

現在の日本は、いまだかつて経験したことの無い少子高齢化社会を迎えています。
2025年には、いわゆる"団塊の世代"が後期高齢者（75歳）の年齢に達することで、国民の4人に1人が75歳以上という「超高齢社会」を迎え
る一つのターニングポイントであると言われています。
2008年には34.8万円だった国民医療費が、52.3兆円にまで爆発的に増加することによって「医療崩壊」が訪れると言われています。高齢者を
支える現役世代の数も減少し、およそ1.2人の現役世代が1人の高齢者を支える時代になります。
私たちは”健康美立国ＪＡＰＡＮプロジェクト”を元に、こうした社会問題の解決に貢献するため、いつまでも健康で若々しく居られる社会を
構築するために活動しています。

不活動の自粛生活では、２日で1年分の筋肉が落ちると言われています。
コロナ禍の自粛生活により筋力が低下し、歩行困難になったり、転倒のリスクが増加し、寝たきりになる高齢者の方が増えています。
私たちは全くの不活動の状態になると、２日で通常の１年分の筋肉が低下すると言われています。また、運動不足による肥満等により、
若年の方でも生活習慣病のリスクが増加するなど、健康面でのリスクは日々高まっています。
こうした中で私たちＳＰＳは、誰もが自らの健康を高められるこれからの時代のメディカルセンターとして、最先端のヘルス・フィジカ
ル・メンタルケアを提供致します。

高齢化社会による医療崩壊の現実

（出典）総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」（厚生労働白書（平成24年）、厚生労働省 医療費等の将来見通し及び財政影響試算（平成22年10月）より）

■増大する医療費の推移



最先端機器を用いた人手不要のメディカルケアシステムを構築

２５．本サービスの特徴①

SPSで扱う機器は、人手不要で科学的なメソッドに基

づいたフィジカルケアを提供致します。

そのため、店舗様は人を増やす必要が無く、接骨医

師の身体的負担を減らし、売上に貢献します。

１.

売上ＵＰ

人手不要

集客ＵＰ

サービス向上



全国にSPS会員を開発し、集客を共同体にてサポート

２６．本サービスの特徴②

２.
全国の企業やスポーツチーム等に、SPS法人会員やインス

トラクター会員を開発致します。

そうした会員様が集客する場として、その地域の加盟店様

の売上に貢献することができます。

広告による集客

会員の集客

紹介による集客



ボランタリーチェーンによる自由な共同体組織運営

２７．本サービスの特徴③

３.

FCと異なり、本部のやり方を強制することはありま

せん。独自性を保ったまま、店舗様の既存の技術と、

最先端機器による施術を組み合わせて頂き、相乗効

果による売上とサービス向上をお手伝いします。

機器や集客の
研修

ノウハウの
提供

既存のメニュー
との相乗効果

他店との
差別化



業態転換における事業再生を徹底サポート

２８．本サービスの特徴④

４.

広告集客や教育・経営戦略といったコンサル

ティングを行い、加盟店の事業再生をサポート

致します。

経営戦略
サポート

集客サポート 教育サポート

補助金申請
サポート



２９．ボランタリーチェーンとは？

ボランタリーチェーンとは、独立事業者が主体的に参画するチェーン形態のことであり、
FCとは異なり事業者の独自性を保ちながら、本部と加盟店あるいは加盟店同士が相互に協力し合い、

地域のニーズに対応した商品・サービスを提供する共同体組織のことをいいます。



３０．補助金のご利用

機器の導入には、補助金がご利用頂けます。

事業再構築補助金の利用により、設備導入費の2/3が支給される
可能性があります。
ご希望の場合には、申請から受給まで弊社でサポートさせてい
ただきます。
詳しくは担当までお問い合わせください。

店舗様に合わせた事業計画書を作成致します

専門のコンサルが、店舗様の状況に合わせた事業計画書

を作成致します！売上計画や減価償却におけるフローを

丁寧にご説明致します！

詳しくは担当者までお問い合わせ下さい！

この機会に、自己資金不要で新時代の業態転換に
チャレンジしませんか？

※別途費用がかかります。



売上シミュレーション



３１．売上シミュレーション 基本セット

導入機器 価格 台数

GAMEREADY MED4（据え置きタイプ） ¥4,500,000 1台

GAMEREADY GRPRO2.1（ポータブル） ¥600,000 1台

GAMEREADY 専用ラップ ¥2,200,000 1式

SP水素吸入機 100cc ¥1,000,000 2台

筋肉増強マシン「Mona Lisa Genuine」 ¥4,500,000 1台

筋肉増強マシン「EM’s Buster」 ¥2,500,000 

HP作成・広告費一式（折込チラシ・インスタ・FB・各種SNS広告） ¥800,000 1口

SPSコンサルティング費
(広告バナー・キャッチコピー・集客・経営戦略・フィジカルトレーナー研修・機器研修)

¥1,000,000 1口

合計： ¥14,600,000 

専用ラップ一式 内訳 個数

足首用ラップ 大 2

ハーフブーツラップ 大 2

フルレッグブーツラップ 中 2

膝用ラップ ストレートタイプ 2

膝用ラップ 屈曲タイプ 1

ひじ用ラップ 1

屈曲型ひじ用ラップ 1

肩用ラップ 右肩用 中 1

肩用ラップ 左肩用 中 1

腰用ラップ 1

臀部股間用ラップ 右用 1

臀部股間用ラップ 左用 1

手/手首用ラップ 1

クーリングベスト 1

CTスパインラップ 1

二股コネクターホース 1

GAME READY MED 4 GAME READY GRPRO2.1

1台 2台 1台1台

SP水素吸入機 100cc 筋肉増強マシンGAME READY専用ラップ

例）基本セット内訳 ※あくまで基本のセット内容です。店舗様によって自由にコースを組んでいただけます。

※内訳は上図を参照

※補助金コンサルタントをご利用の場合は、別途費用として15%が発生致しますが、
コンサルタント費も事業計画の中に含まれますので、2/3が補助され、5%でご利用できます。

1式

先着20名限定キャンペーン！ 加盟金300万円が無料キャンペーン実施中！！
(事業計画作成費用として別途15万円は発生致します。)



３２．売上シミュレーション 売上・回収

■諸経費

経費 金額/月

家賃 ¥200,000

人件費 ¥200,000

メンテナンス費 ¥50,000

広告費 ¥150,000

合計： ¥600,000

■提供メニュー

提供メニュー 金額

基本パック1回

水素吸入 ＋（GAMEREADYもしくは筋肉増強）
¥8,000

6回コース

水素吸入 ＋（GAMEREADYもしくは筋肉増強）
¥42,000

コース割引 ¥ -6,000

提供メニュー 単価 月提供数 月売上 月売上合計

基本パック1回 ¥8,000 50 ¥400,000
¥1,660,000

6回コース ¥42,000 30 ¥1,260,000

■売上シミュレーション

月経費

¥600,000

粗利

¥1,060,000

■初期投資 回収シミュレーション ※前項の基本コースの場合

補助金無し
コース価格 月粗利 償却期間

1,460万円 106万円 14ヵ月

補助金有り
コース価格

補助金コンサル利用
の場合(15%)

補助金支給額(2/3) 店舗様負担額 月粗利 償却期間

1,460万円 1,679万円 1,119万 560万円 106万円 5~6ヵ月




