


ストックビジネス・スキルアップビジネスは 

         今期、最大のビジネスチャンスです。 

            人がやっていないからこそ・・・最高に面白い！ 



     足のトラ  ブル１１９番  

          ドクターネイル爪革命 

誰でも足の悩みは付き物です！！  

角質【臭い】魚の目 巻き爪 たこ 肥厚爪 陥入爪 変色 足の浮腫【むくみ】など様々な症状と要因が考えられます。 

皆さまの中でも、一度や二度のお悩みの経験があると思います。 

是非、この機会にあなたの周りの人にも聞いてみてください。 

私達は、そんな悩みを手助けするビジネスを日本でスタートさせています。それがドクターネイル爪革命です。 

スタート２年で順調に【専門店舗型】５０店舗をＦＣビジネスで達成しつつ新たに【出張専門】【既存店導入】型のビジネスモデルも構築 

しました。 

そして今、出張・副業型の【足のトラブル１１９番】がスタートします。 

私は、【独占的市場開拓】 

人がやらない仕事・人の出来ない専門家・社会貢献ビジネス・健康産業ビジネス 

ビジネスの差別化・スキルアップ・ストックビジネスが人生を劇的に変えると考えております。 
 

【足のトラブル１１９番】は、一般の老若男女はもとより、老人施設・利用者・入居者・寝たきりの自宅介護の高齢者・障害を持つ人や 

観光地への導入・ホテル・旅館・温泉施設・整骨院・美容室等の提携や導入など様々なビジネス活動が可能になるでしょう。 

時代の先頭を共に走る仲間募集致します。既婚・未婚・男・女・法人・個人は問いません。 

 

足の悩みは「足のトラ ブル１１９番」という 

                時代を共に作りましょう！！                                                              

 

                                ドクターネイル爪革命  

                                     創業者 飯田正人 



   ドクターネイル爪革命 必要資金【税別表記】 

  いくら売上げても安心の固定ロイヤリティ！ 
 

 ドクターネイル爪革命【出張専門店】自宅開業 
 加盟金    ６０万円  

 研修費    ２８万円【通信教育】 本部研修の場合【約１５日間】４８万円  

 ロゴ使用料  １２万円 

 合  計  １００万円  月額ロイヤリティ2.5万円  

 マシン保証金別途 ２５万円【無利息預り】解約時全額返金 

  ドクターネイル爪革命【副業型】既存店舗に導入 
 加盟金    ６０万円  

 研修費    ２８万円【通信教育】 本部研修の場合【約１５日間】４８万円  

 ロゴ使用料  １２万円 

 合  計  １００万円   月額ロイヤリティ2.5万円 

 マシン保証金別途 ２５万円【無利息預り】解約時全額返金 

 ドクターネイル爪革命【専門店】店舗型 
 加盟金   １２０万円  

 研修費    ２８万円【通信教育】 本部研修の場合 【約１５日間】４８万円 

 ロゴ使用料  １２万円 

 合  計  １６０万円  月額ロイヤリティ５万円 

 マシン保証金別途 ５０万円【無利息預り】解約時全額返金 

 ロイヤリティ・保証金は１台での表記 

  ※ 各開業ともニッパ・巻き爪キット等の購入が必要になります。 

    通信教育の研修期間は最長１年間になります。 

   

 ドクターネイル爪革命加盟希望者はＧｒｏｕｐ一員としてビジネスを行うため 

  既存加盟店様への内諾審査があります。 

 加盟審査書類提出後、約10日間で加盟採否通知を致します。 

 

 

 

 

 



 

    専業主婦・在職中・副業でも 

 通信教育は安心とゆとりの最長１２カ月！！ 
  学びたいが通えない！ 行く時間が無い！ 行くには遠い！ 休めない！ 

 【ご安心ください！】 

 ドクターネイルは様々な加盟希望者様の難題を解決しました！！ 

 通信教育は安心のステップアップ研修・・・・③段階試験  

 ①【座学・爪切り・巻き爪】  

 ②【タコ・角質・フットマッサージ】 

 ③【肥厚爪・うおのめ・マシンによる研修】 
※ しかもステップアップテスト①②③のステップアップ試験を国内であれば開業予定地に本部講師が 

  【３回無料】でお尋ねして試験をいたします。 

   尚【３回無料】は、ドクターネイル爪革命【足のトラブル１１９番】副業・出張専門先着１００加盟様とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 仕事や育児の合間に将来性を考慮していつでも開業準備！ 

 



 

出張・副業型は、卒業次第で順次営業できます。 

ステップアップ開業 

 
 

 ①フットネイル爪切り巻き爪卒業でディプロマ発行 開業スタート 

 ②胼胝【タコ】角質ケアフットマッサージ卒業でディプロマ発行 追加メニュー営業 

 ③マシンによる研修 肥厚爪・魚の目卒業 シックネイルケアセラピスト発行 

 ドクターネイル爪革命 トータルフットケア専門店【名称使用可能】 

  

 ※ 通信教育は安心の最長12カ月研修可能 

 ※ 本部研修なら最短15日 

 ※ ①の卒業で本部のホームページで紹介 集客準備 【本部内でＳＥＯ対策】 

 ※ ①②までの卒業で営業の場合のロイヤリティは、月/1万円【税別】 

 ※ 最終卒業③後のロイヤリティは、マシン使用料含む 月/2.5万円【税別】 

 ※ 商標登録許可を得て利用可能 

  



【本店調査】利用者の順位 

 １位 トータルフットケア ２位 魚の目 ３位 巻き爪 ４位 胼胝【タコ】同位 角質 5位 肥厚爪  

 ６位 リフレ【フットマッサージ】 7位 足の爪切り ８位 フットパラフィンパック 

【施術価格】 

  1位 トータルフットケア70分 10,800円  

  2位 魚の目ケア30分 3,240円  

  3位 巻き爪ケア1本 8,100円 

  4位 胼胝【タコ】25～30分 3,240円 

  4位 角質 30分 3,240円 

  5位 肥厚爪ケア3,240円  

  6位 リフレ【フットマッサージ】30分 3,240円 

  7位 足の爪切り 2,160円 

  8位 フットパラフィンパック 2,700円 

【例えば】  

  両足に胼胝【タコ】がありタコを削ったら魚の目が現われた。角質もケア必要になります。 

  この場合の施術価格は 胼胝【タコ】3,240円＋魚の目3,240円＋角質3,240円＝9,720円となりますがトータルフットケア 

  10,800円に誘導しフットリフレをサービス内で行います。 

  その他に爪切りが必要であれば2,160円をプラスすると11,880円になりますがトータルフットケア10,800円の誘導となります。 

  別に巻き爪ケアを依頼された場合には、1本あたり8,100円をトータルケアにプラスするので18,900円となる。 

  2本巻き爪ケアを行えば更に8,100円を追加して27,000円となります。巻き爪はトータルフットケアと別の計算となります。 

  予算もあるので事前に問診の時にしっかり施術金額をお知らせする。予算ない場合には2度・3度のケアとなります。 

  1名の施術価格は27,000円となります。 

   

  一般的には、高額と思われがちですが、他に専門店が無いので病院で手術後の激痛と入院、回復までの時間を考え来店する方が非常に多いです。 

    またこのドクターネイル爪革命の技術は殆んどの病院・医師では行いません。ドクターネイルの施術は無痛に近いので凄く安心ですと非常に評判です。 



   【参考・施術価格】 
 普通の爪切りのみ        2,160円 

 肥厚爪のみケアのみ       3,240円 

 リフレクソロジーのみ      3,240円 

 魚の目ケアのみ         3,240円 

 陥入爪のみ           3,240円 

 角質ケアのみ          4,860円 

 フットリフレのみ        3,240円 

 巻き爪のみ           8,100円×本数               【巻き爪ケア】            【肥厚爪ケア】 

 トータルフットケア       10,800円 

 タコと角質ケア         3,240円＋4,860円＝8,100円   

 タコと魚の目ケア        3,240円＋3,240円＝6,480円 

 爪切りと角質ケア        2,160円＋4,860円＝7,020円 

 魚の目と巻き爪ケア       3,240円＋8,100円＝11,340円 

 魚の目と角質ケア        3,240円＋4,860円＝8,100円 

 肥厚爪と巻き爪ケア       3,240円＋8,100円＝11,340円 

 肥厚爪とタコのケア       3,240円＋3,240円＝6,480円         【フットリフレ】           【角質ケア】 

 肥厚爪と魚の目と巻き爪ケア   3,240円＋3,240円＋8,100円＝14,580円 

 角質とリフレとパラフィンパック 3,240円＋3,240円＋2,700円＝9,180円 

 魚の目と角質とリフレ      3,240円＋3,240円＋2,700円＝9,180円      

 巻き爪とリフレ         8,100円＋3,240円＝11,340円         

 角質と巻き爪ケア２本      3,240円＋8,100円＋8100円＝19,440円 

 爪切りと巻き爪ケア       2,160円＋8,100円＝10,260円 

 肥厚爪と爪切り         3,240円＋2,160円＝5,400円 

 陥入爪とタコのケア       3,240円＋3,240円＝6,480円           【普通の爪切り】         【タコケア】 

 

 



ドクターネイルグループは 
       年間症例・・・4万件突破！ 

魚の目施術は・・・なんと！！ 
９７．２％の人が施術中、施術後【痛くない】と回答しています。 

開業１年後の平均リピーター率は、驚異の83％記録！！ 

ＳＥＯ対策 主要検索キーワードでは・・２０１６年６月末【堂々の上位】 

肥厚爪    検索 第一位 

巻き爪    検索 第一位 

巻きづめ   検索 第一位  

うおのめ   検索 第一位 

ウオノメ   検索 第一位 

角質     検索 第一位 

魚の目原因  検索 第二位 

足裏 タコ  検索 第三位 

足裏角質ケア 検索 第三位  

日本業界初【特許出願準備中】【ドクターネイルマシン】超軽量・噴水式  

 

 

 

 



 
公募すぐにメディアで大注目！ 

  メディア出演依頼 内容 

 2016年11月【足の悩み巻き爪】ドクターネイル爪革命本店ＮＨＫ取材放送 
 

 

 ＴＢＳ・Ｎスタ出演【テレビ局で実演】スタジオで生放送 

 フジテレビ・グッディ 店内撮影放送 

 ＴＢＳ・はやチャン  店内撮影放送 

 ＴＶＫ・神奈川テレビ ワンデーバケーション 店内撮影放送 

 ＢＳ12ドランクドラゴン【バカ売れ研究所】スタジオで放送 

 千葉テレビ 東国原英夫 【そのまんまでは通しません！】スタジオで放送 

 四国放送【ドクターネイル松山久米店取材】放送 

 沖縄放送【ドクターネイル沖縄那覇店取材】放送 

 女性セブン・日刊ゲンダイ 掲載 

 ビジネスジャーナルで 取材掲載 

 Ｙａｈｏｏニュースで 取材掲載 

 ビジネスチャンスＦＣランキング 取材掲載 

 仕事のエキスパート掲載 

 東京新聞Ｔｏｄａｙ 取材掲載 

 高齢者住宅新聞 取材掲載 

 若者が選ぶ日本の魅力的な【オンリーストーリー】取材掲載 

 

 

 



ドクターネイル爪革命  
加盟後には商標登録を利用できます。 

ＤＲ.ネイル【商標登録】5629066号 

奇跡の爪切り【商標登録】5664643号 

奇跡のフットケア【商標登録】5664466号 

足裏革命【商標登録】5841922号 

角質革命【商標登録】5841923号 

巻爪革命【商標登録】5841921号 

魚の目革命【商標登録】5841924号 

寝たきり革命【商標登録】5841925号 

シックネイルケアセラピスト【商標登録】5608013号 

次世代訪問ケア【商標登録】5813922号 

次世代訪問ケア メディカル・フレッシュ【商標登録】5664466号 

巻き爪専門店 【商標登録出願中】 

足裏専門店  【商標登録出願中】      

角質専門店  【商標登録出願中】 

魚の目専門店 【商標登録出願中】 

足のトラブル119番 【商標登録出願中】 

 

 

 



ドクターネイル導入先施設 

【老人ホーム・ディサービス・グループホーム】順不同  
ニチイホーム多摩川緑地  ニチイホーム江戸川 ニチイホーム西葛西  

ニチイほほえみ南観音 グループホーム・はぴね・広島安佐 サニーコート広島  

楽リハライフ広島己斐 ニチイホームほほえみ  住スマイル永久の楽園 

ニチイホーム下丸子 ニチイホーム中馬込 ニチイホーム住吉 フェリオ多摩川  

ニチイホーム登戸 ニチイホーム南品川 ニチイホーム久が原 ニチイホーム菊名  

フェリオ成城 新鶴見老人ホーム  ラヴィーレ 愛の家グループホーム 友の里  

特養老人ホーム桜寿園 シアハウスやすらぎ そんぽの家小倉  

世田谷ディハウスイデア北烏山 馬嶋福祉会 特別養護老人ホーム恒春園 

ディサービスかもめ ＳＵＮＮＹ・ＳＰＯＴ デイサービス南加瀬 ここち・多摩川  

ディサービス・さくらんぼ ニチイホーム登戸 ディサービスそよ風 

ニチイホームきらめき 東村山ジョイフルホームそよ風 学研ココファン 

ＳＯＭＰＯの家Ｓ久米川  ファインケア清瀬 くらら・太田中央 クロスハート鶴見 

しょうじゅの里 ライフコミューション川崎 新鶴見ホーム グループホーム四谷上町  

その他【地方の施設】多数あり 

 

 



開業は様々なスタイルで【自宅開業で出張専門店】【既存ビジネス+副業タイプ】    

   ドクターネイルは２０１５年７月から公募１年半で５０店舗以上 

                    北は北海道～南は沖縄まで 

 店舗名【ドクターネイル爪革命】 
 ドクターネイル・爪革命 【川崎本店】  ドクターネイル・爪革命 【京急雑色店】 ドクターネイル・爪革命 【爪美人】 

 ドクターネイル・爪革命 【東京ＳＳ店】  ドクターネイル・爪革命 【Fortuneｎa中島店】 ドクターネイル・爪革命 【足の美容室】 

 ドクターネイル・爪革命 【秦野店】  ドクターネイル・爪革命 【フレシア淵野辺店】 ドクターネイル・爪革命 【たまプラーザ店】 

 ドクターネイル・爪革命 【あかねこ中村橋店】  ドクターネイル・爪革命 【秋津店】 ドクターネイル・爪革命 【川崎西口店】 

 ドクターネイル・爪革命 【ダイヤモンド小岩店】  ドクターネイル・爪革命 【水戸店】 ドクターネイル・爪革命 【フットケア＋日光店】 

 ドクターネイル・爪革命 【プライムケア蓮沼】  ドクターネイル・爪革命 【江戸川橋店】 ドクターネイル・爪革命 【ルルケア上田店】 

 ドクターネイル・爪革命 【名古屋志賀本通り店】  ドクターネイル・爪革命 【ラボ大阪店】 ドクターネイル・爪革命 【京都出町店】 

 ドクターネイル・爪革命 【兵庫西宮店】  ドクターネイル・爪革命 【島根出雲店】 ドクターネイル・爪革命 【広島みそら店】 

 ドクターネイル・爪革命 【広島店】  ドクターネイル・爪革命 【松山久米店】 ドクターネイル・爪革命 【高知はりまや店】 

 ドクターネイル・爪革命 【福岡けやき通り店】  ドクターネイル・爪革命 【福岡白木原店】 ドクターネイル・爪革命 【奈良高の原店】 

 ドクターネイル・爪革命 【アルシア新大宮店】  ドクターネイル・爪革命 【練馬大泉店】 ドクターネイル・爪革命 【札幌店】 

 

 出張専門店【足のトラブル１１９番】 
 ドクターネイル・爪革命 【埼玉越谷店】  ドクターネイル・爪革命 【横浜大口】 ドクターネイル・爪革命 【川崎スマイル】 

 ドクターネイル・爪革命 【訪問鍼灸リラク】  ドクターネイル・爪革命 【訪問マッサージラクスルケア】ドクターネイル・爪革命【大森】 

 ドクターネイル・爪革命 【観音町鍼灸整骨院】  ドクターネイル・爪革命 【おもてなし】 ドクターネイル・爪革命 【ホットハート】 

 ドクターネイル・爪革命 【本牧店】  ドクターネイル・爪革命 【横須賀】 ドクターネイル・爪革命 【狭山店】 

 

 副業【既存店舗導入】店【足のトラブル１１９番】 
 ドクターネイル・爪革命 【戸越GS鍼灸整骨院導入】 ドクターネイル・爪革命【リラクゼーション然導入】ドクターネイル・爪革命【ネイルサロン立川導入】 

 ドクターネイル・爪革命 【新潟県美容室導入】2017年1月開業  

 ２０１６年９月現在 契約５4店 開業４８店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 



会社概要 
  

 在宅医療マッサージ株式会社 【資本金 50,000,000円】 

 〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町１２番６号 2Ｆ 

 電話 044-201-2918 FAX 044-201-2914  

 創業者 飯田 正人 

 代表取締役 松本 茂夫  

 取締役 飯田 美弥  

 取締役 髙橋 博子 

 顧問税理士 谷間総合会計事務所 

 顧問弁護士 織裳弁護士事務所 

  

【主要事業】  

 訪問リハビリ・鍼灸マッサージFC 事業本部 

 ドクターネイル爪革命FC 事業本部 

 次世代訪問ケア・メディカルフレッシュFC 事業本部 

 ドクターネイル・足のトラブル119番 FC 事業本部 

 訪問リハビリ・鍼灸マッサージ業 フットケア事業         


