
922人を導いた！
あらゆる痛みを解決してきた

「心・身体・魂」を統合する最先端の手法

MBS統合メソッド®マスタークラブ

あなたの中にある価値を見いだし、

自分らしい幸せなシゴトとして

活躍する認定プラティクショナーが

続々と増えています!!



このクラブに参加することで
あなたが手に入れるメリットとは？

•自分らしい幸せなシゴトで活躍できる。

•自分軸が確立し、感謝の気持ちで毎日を過ごせる。

•日々のイライラや怒りなどを、自分で解決することが出来る。

•あらゆる症状・痛み・苦しみを改善できる。

•周りの人の問題を解決できるようになり

自分の家族や、大切な人々に幸せを広げていける。



95％が知らない！
心の分野で「結果を出す」科学的なしくみ

• 感情を「見える化」し扱うことで、

あらゆる痛みや症状、難題を扱える。

• 科学的な心の技術は、再現性高く、結果を予測できるため、

成果を約束するビジネスが成り立ちます！

→ 「幸せを創る」が仕事になる！

• いちど身につけば簡単に再現できるため、一生使える。



MBS統合メソッド・リアル講座の受講生の声

沖元 由里さま（31歳・作業療法士）

【 長かった摂食障害を終わらせることができた 】

（仕事や人間関係も,充実感が増している）

中嶋 士朗さま（59歳・行政書士）

【 関節リウマチの症状が無くなった 】

寝たきりの数値、歩くのも辛かったのが、

6ヶ月で痛みが激減し驚いています！

今では、たまに痛くなる程度まで回復。

その痛みからもメッセージを貰い大事に思います。

仕事も順調に伸び、感謝の気持ちで過ごせています。



鈴木 絵麻さま（61歳・カウンセラー）

【骨密度の数値がV字回復、増加し始めた！】

45年間続いた酷い腰痛も、2時間で消え再発しません。

蓮実 明博さま（45歳・整体師）

【何をしても治らなかった痔・腰痛が消えた】

生きている感じがしない鈍麻した日々から、

人生を楽しみ、挑戦する心が作れました。

MBS統合メソッド・リアル講座の受講生の声



大越 猛さま（47歳・医師）

【職員のトラブルが消えただけで無く事業が拡大！】

診療所をたたむことも考えるほど、不仲だった職員が

仲良くなっただけで無く、向こうからビジネスチャンスがやって来て

驚いています。春にはもうひとつ法人を立ち上げ、夢が拡大しています。

感謝の気持ちで一杯です。

MBS統合メソッド・リアル講座の受講生の声

畑中 恵子さま（40歳・作業療法士）

【 障害を持って生まれた子供の子育てが楽しめるように！】

毎日、病状が不安定な子供の子育てで鬱症状と、罪悪感に苦しんでいまし

た。それが今では諦めていた職場復帰を果たし、OTとしても母としても

充実した毎日です！



心の技術を使えるだけでは
欲しい成果は出せません！

• 心を扱う手法を身につけても、クライアントの望む結果を出せなければ

ビジネスにはなりません。

・さらに技術力とビジネスにしていくことは別物です。

・マインドを扱うことで現実を大きく変える、再現性の高い結果を出せる心の技術

一度身につければ簡単ですが・・・

「自分らしい人生を創る幸せなシゴト」を確実に構築するには、

綿貫憲と綿貫智香のガイドがあれば最短ルート



綿貫 憲 プロフィール

・早稲田大学・大学院で理論物理学を研究した後、大手メーカーの中央研究所で、
モノづくりの理論・理屈の解明をやってきたバックグラウンドを持つ。

ヒーリングや、スピリチュアルと言った精神の分野に潜む科学的真実を物理学
ベースに、追求し続け、独自の斬新な視点を持つ。

・最も深いレベルで人を癒すことのできる新しいパラダイムを追求してきた結果、
クライアントからは、「何十年もあった症状や健康的課題が消えるだけでなく、
人生まで変わった。」と言われる方が続出している。

・ゴールは自分らしく生きる人、自分らしい仕事をしている人を一人でも多く日
本に誕生させ、悩みに苦しみ続ける事のない生き方、苦痛に悩み続けることのな
い生き方を広げること。
「一人一人が自分の人生の主人公として生きる社会」をつくること。

株式会社MBSカウンセリングセンター代表取締役。
対話式・結果の出る心の技術であるMBS統合メソッド🄬開発者
MBS統合メソッドを用いたカウンセラー養成講師

わたぬき けん



綿貫 智香 プロフィール
株式会社MBSカウンセリングセンター代表取締役

1974年生まれ、46歳。
作業療法士（OT)、キャリアコンサルタント（国家資格）
MBS統合メソッド認定講師、米国NGH認定ヒプノセラピスト、
DiSC®認定講師、EFTファシリテーターほか。

15年間、医療のプロとして精神科分野・身体障害分野等で臨床経験を積む。
また、個人事業としてサロン経営を経験し、一線のカウンセラーとしても活躍。
自らも摂食障害を克服した経験を持ち、女性特有の問題解決を得意とする。

長年培った豊富な知識と経験、独自の感性を駆使し「MBS統合メソッドを使っ
た個人セッション」で、ブレークスルーを連発している。

「現実に変化を起こすカウンセラー」として、安定した高いセッション力と
サポート力に定評があり、指名・リピートも多い。

現在はマスターコース運営のサポートと、ＮＰＯ法人の規模拡大、「豊かで幸
せなカウンセラーを増やす」ため、カウンセラー起業支援にも尽力している。

わたぬき ともか



ＭＢＳ統合メソッド®とは？

クライアント自らが、問題に対して、
新しい理解や洞察にたどり着き、
自分自身の力を再認識することを
手助けします。

カウンセリング手法として本当の健康に戻る科学

「癒し、変容、目覚め」が同時に進む。
「痛み」を完全に扱える。

↑
感情エネルギー変換を扱っているから。

早く効果的

感情を可視化し、
感情と観念を扱うので、
早く効果が高い。

人生のあらゆる分野に波及
（仕事、家族、精神など）

物理学がベース

原理や手順があり、
結果が観察でき、
再現性がある。

新しい現象が予言できる。



即効性がある

即効性がない

効果が高い効果が低い

MBS統合メソッド

一般的なコーチング

一般的な傾聴カウンセリング

ヒプノセラピーなど
潜在意識系

MBS統合メソッド®とその他の手法との違い（問題解決において）



MBS統合メソッドが現場で実用性が高い理由

プロの技術としての効果 現場での実用性

催眠系、
ビリーフチェンジ

人生の一部を切り捨てる違和感
（元に戻る）

効果が中途半端なため、
結果にコミットしにくい。

心理学系 理解できるが解決に時間がかかる

MBS統合メソッド 観念と感情の両方を扱う
（癒し、変容、目覚めが同時進行）

⇒ 早く効果的

結果にコミットできる。
クライアントさんに
結果を取ってもらえる。

認知行動療法、
コーチング

本当は嫌なので行動できない。
成果の出る人、出ない人

結果にコミットしにくい。

観念

感情

行動

感情＋観念

「援助職向けプロの技術」Ｘ「現場での実用性」



Before After

【 ビジネス 】
・自信がなく、不安がある
・何か足りない気がする
・問題が繰り返す

【健康】
・痛みが消えない
・自分軸が無く不安
・症状が繰り返す

【人間関係】
・家族仲が悪い
・人付き合いが辛い
・子供、夫の問題がある

【健康 】
・痛みからの解放
・自信・安全・安心
・症状が消える

【人間関係】
・家族仲が良くなる
・周りが協力的
・問題から成長できる

使い続けた先には・・・

【 ビジネス 】
・自信と、確信が深まる
・現状への感謝が溢れる
・問題が消え望みが叶う
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そして、援助職にとって大切な

あらゆる問題に対応可能な
圧倒的な解をもっていること

援助職としての自信・価値向上
（揺るがない自分軸）

サービスの付加価値向上！

※援助職自身が、

幸せであること が大前提!!!



◆6ヶ月で12回のZOOM講座
月2回開催：各回３時間

１回30,000円×12回＝360,000円

自宅からワンクリックで参加できる
↓
１回ごとに学んで自分自身を癒し、人も癒やせる
↓
１ヶ月目からでもご自身の問題が解決する
↓
講座中に綿貫へいつでも質問・相談できる

綿貫 憲、綿貫智香がZOOMで直接お伝え！

◆価値あるワークシート 50枚以上！
メンバーサイトからダウンロードし放題
5,000円×50枚＝250,000円



第１～２回：（１ヶ月目）

１回目：メソッドの全体像、基本原理、発見～感情解放

症状や問題の本当の原因が分り、

70％解決します。

２回目：認識の偏りのバランスを取る。

「怒り・傷心」の感情をマスターする。
どんな怒りも、感謝と愛に変容します。



第３～４回：（２ヶ月目）

３回目：症状や繰り返す問題を完璧に扱う

ありのままの症状や問題に

感謝できるようになり、症状が消えます。

４回目：「罪悪感・恥、落ち込み」の感情をマスターする

過去・現在の重荷から解放され自由になります。



第５～６回：（３ヶ月目）

5回目：「喪失感、怖れ」の感情をマスターする

過去・現在・未来の束縛から自由になります。

6回目：人生の目的と天命・才能を見いだそう。

やりたいことが明確になり、

あなたらしい仕事の方向性が掴めます。



第７～８回：（４ヶ月目）

7回目：「嫉妬や劣等感」の感情をマスターする。

「自分を愛する」に向けての基礎ワーク
競争から自由になり、自分らしさを見いだせます。

8回目：「自分を愛する」本編

ありのままの自分を無条件に愛することにより、

あらゆる豊かさを受け取る回路が開きます。



第９～10回：（５ヶ月目）

9回目：プロとしての基本の型を学ぶ

他人のサポートに最もうまくいく基本の型を

最短距離で学べます。

10回目：実例を通じて基本形の学びを深める

リアルな悩みに応用することで、様々な悩みに

対応する力が付きます。



第11～12回：（６ヶ月目）

11回目：プロとしての在り方を学ぶ、

相手の天命を見いだすトレーニング

他者サポート力が大きく底上げされます。

12回目：ブレークスルーの要点と総まとめ

現実に変化を起こせるセッションが出来るように

なります。



ZOOMグループトレーニング
1回（１回3時間）30,000円
4回120,000円

・6ヶ月の間で4回ご利用頂けます

・メソッドの習得に向けて

課題を乗り越えグループでの

トレーニングをします。



綿貫憲のZOOM個別セッション
1回（１回2時間）
１回40,000円

• 6ヶ月の間で1回ご利用頂けます

• MBS統合メソッド®を使った個別セッション

•自分では解決が難しい

根深い問題やトラウマの解消が出来ます。

MBS統合メソッド

開発責任者 綿貫憲



綿貫智香のZOOM個別コーチング
（1回：1時間 20,000円）
2回 40,000円

• 6ヶ月の間で2回ご利用頂けます

・メソッドの習得に向けての、無理のない

学習計画や相談にお使い頂けます。

MBS統合メソッド認定講師
医療現場で症例数2万例

コーチング15年の実績



実践に役立つ動画コンテンツ20本以上！
メンバーサイトで随時最新コンテンツを追加！
250,000円相当

• あなたの『知りたい』『必要とす
る』コンテンツ・資料を使い放題！

• いつでも、何度でも、役に立つ！あ
なた専用の『資料室』『専用学習
室』としてご利用下さい！

• コメントでいつでも質問し放題！

・0期～3期の講義動画もすべて
視聴いただけます。



リアル講座の様子



Messengerアプリで綿貫憲＆智香とつながって
いつでもダイレクトに質問・相談し放題！
12ヶ月120,000円相当

•基本、いつでも、何度でも、
質問にお答えします

•状況により、返信は最大
48時間以内に！



「心と身体の架け橋となる素晴らしいメソッドです。」

大越なごみの森診療所
院長 大越猛 先生

あきらかに心の問題を抱えて、
その結果として痛みや症状が出たり、
病気もそこから来ているんじゃないか
と思う患者さんも沢山、おられます。

現代医学だけでは、適切なアプローチを
持てていないと思っていたところ、
MBS統合メソッドは、極めて合理的で、
今まで見たこともなかったやり方で、
心と身体の架け橋を掛けるような素晴らし
いメソッドと実感しています。



未 来

今現在の自分

自分自身に取り組む現状維持

3ヶ月後

6ヶ月後

数年後

自分の癒やしが進み、
色んな事が楽になる。
世界が変わり始める。

世界が広がり、満足感と感謝に溢れる。
他の人も癒せ、幸せが広がる

自分の叶えたい未来を創れる力が付く。
感謝と愛で生きる。高付加価値サービス
あらゆる豊かさを手に入れる!!

モヤモヤ・不安・諦め
どうして良いか分らない

テクニックや表面の出来事を扱
いがち。問題が繰り返す

問題が解決しないまま、

さらに問題発生する。

年齢と共に状況が悪化。

セミナーをさ迷う。

あなたにとって、このワークをマスターする価値は？



MBS統合メソッド®
マスタークラブ

価格は…？



「現実が変わる」にコミットした、

感情のエネルギー変換法を学べるのは世界でここだけ！

【他社比較】
◆「○屋塾」マスターコース
（カウンセラー養成コース）: 110万円（14日）

⇒ 問題解決はあまりできません！（自分軸はできそう）

◆「NLPマスタープラクティショナー」： 78万円 ～300万（14日）

※しかも他社（○○協会）は
クライアントにセッション提供時ロイヤリティを取ることが多い



MBS統合メソッド®
マスタークラブ

オンライン講座 通常価格

6ヶ月：680,000円！

「MBS統合メソッド・マスタークラブ」定価 130万円 (6ヶ月）



MBS統合メソッド®マスタークラブ

ZOOM個別相談への参加者限定！
6ヶ月： ６８万円ですが・・

今年限り！５期 応援特別価格！
6ヶ月：５8万円



MBS統合メソッド®マスタークラブ

今回限り！ 5期 応援特別価格！
6ヶ月：５8万円ですが・・

5月お申込み限定！

6ヶ月： 45万円+税（税込49万5千円）



しかもクレジットカード分割なら！

■クレジットカード分割決済価格（６、１２，２４分割）

⇒24分割にすると月々約23,306円(税・分割手数料込）

■銀行振込／事前一括のみ

事前一括振込価格 45万 +税



更に安心成果保証

• 「私の本来の価値が見いだせない」

• 「自分らしい人生がわからない」「感情の扱い方が分らない」

６ヶ月学んでも上記の状態の方は、安心成果保証付き！

• 状況によりサポート内容は変わります

• 最大６ヶ月延長サポート条件：
全ての内容に積極的に参加 ⇒毎週実践・すべてのレポート提出・

毎週の経過報告



ただし、こんな方のご入会は
お断りしています

• 自分自身に取り組むことをしない
• 言い訳をしてワークをしない、行動しない
• 少しうまくいかないと、すぐあきらめる

欲しい結果を手に入れるためにも
もう一度自分自身に取り組みましょう！

⇒『大丈夫です！あなたならできます！』



よくある質問・悩み



お金が厳しい…

クレジットカード分割払いを利用すれば

①MBS統合メソッド®習得コース／月々2.3万円～

②MBS統合メソッド® 6ヶ月＋ビジネス6ヶ月

／月々3.1万円～

この価格で、

あなたの望む結果をもたらす一生ものの技術と

ビジネスの成功の可能性、自分らしい豊かな人生が手に入ります



私でも結果を取れますか？

はい、結果を取れます！

MBS統合メソッド®は、

結果が出るように

緻密に設計されている手法です。

結果はご自身がワークに取り組むか、

取り組まないかの差だけです。



家族・友人に相談したい…

自分自身が理想の未来を
手に入れた状態や

理想の収入を手に入れた状態
＝理想のゴールをイメージして下さい

その全ては誰に相談しても
一つ一つがあなたの決断です。

あなたの決断が、あなたの未来を創ります。



パソコンが苦手

大丈夫です

ゼロからでも簡単！

難しい操作は必要ありません。

スマホ・タブレットで受講される方も多いです。



独りで頑張ってみようか…

やる気や独学だけでは成果は出ません

エベレスト登頂と同じです。

難しいと言われている「人の心を扱う分野」で

「結果を出し続けている」手法と

手練れであるガイドをつけて

確実にステップアップ出来る環境が必須！



次回、参加しようか…

想像してみて下さい

今、出来ないことを
先延ばしにすればする程に
苦しむ時間が無駄に長引き、
失うものも多くなります。



道は拓けています!!
安心して飛び込んできて下さい。

あなたの望む未来は、
手を伸ばせばすぐそこにあります！

MBSカウンセリングセンター 綿貫智香


