
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均評価★4.73 
 

FULL SCAN SYSTEM 

フルスキャンシステム・マスタープログラム 

９/２１（金）朝９時 ＳＴＡＲＴ 



FULL SCAN SYSTEM への期待のコメントや 

応援のお声を、わずか３日間で 1268 件 

いただきました！（一部ご紹介します…↓） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜アーサ様 評価 5.0 

病院で勤務している者です。動画を見て早速患者さんに行ってみました。その

方は西洋医学では手術適応の腰の状態で、痛くて歩けず寝たきりとなっていま

す。調整を行うことで少しずつ座位時間が増え、歩けるようになってきていま

す。常々西洋医学の限界を感じている中で、先生の考え方や方法論はとても魅

力あるものでした。実際に患者さんの身体は変化しているという事実がありま

す。その事実を素直に受け入れ、見えない力で現実を変えることのできるすば

らしさにワクワク感を感じながら、目の前の悩み苦しんでいる人の力になりた

いです。その積み重ねが世界を変える力になると信じています。このテクニッ

クは人の人生を好転させ、日本、世界を変えるものになるでしょう。人の潜在

意識は すばらしく、そう確信すれば現実はそうなるのだから。 

ニックネーム｜風様   評価 5.0 

エネルギー治療には非常に関心があり、特にスキャン方法を学べるというのは

大変魅力があります。原因をしっかり特定し、患者様に自信をもって伝えてあ

げられるということは信頼感の獲得に大いに寄与するものと思います。きっと

施術が楽しくなること間違いなしです。 

ニックネーム｜あい様  評価 5.0 

夢をみているような、すごい施術にびっくり、感動しています。早くみたい知

りたいとワクワクしています。 日本の医療システムを変えてしまうものではな

いでしょうか。素晴らしい、私の中では革命です。 ありがとうございます 

ニックネーム｜こーちゃん様 評価 5.0 

人間古来の能力（今では退化してしまった）が、岩城先生によって解き明かさ

れた感じがして、とてもワクワクが止まりません。この無料動画を見る前は、

漠然とした不安の日々でしたが、今は目がぱっと開け頭がとてもクリアになっ

ております。動画からもエネルギーが出ている感じを受けました。ありがとう

ございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜のりさん様 評価 4.0 

私は整体の資格はありません。その私が、映像を見てから家族に試してみまし

た。 なんと２人とも、上がりにくかった方の足がすんなりと上がり、「なんで

上がるの？魔法みたいだ！何をしたの？」と興味津々です。 私は魔法使いにな

った様な気分でした。 ２人とも同様に効果を出せたのにも驚きで、再現性が高

い施術ではないかと思います。 

ニックネーム｜ゴーヤ様  評価 5.0 

素晴らしい手技をありがとうございます。 バスケットをしている高２の甥に、

プレゼントの手技を してあげたら、捻挫の痛みがらくになり、かなり体調がよ

くなったと喜んでもらいました。 これからもワクワクしながら施術してあげた

いと思います。 

ニックネーム｜仁様  評価 5.0 

通常の治療の後、最後に残った症状に対して半信半疑で使ってみたところ、見

事に痛みが消えたのには驚きました。 

ニックネーム｜sum115 様 評価 5.0 

私は治療家ではありませんが、今回無料映像をみて、娘に試したところ非常に

驚きました。首や腰の不調をよく訴える娘に対し今までも様々な無料映像を見

て試してみましたが、幾分は効果があるものの満足度は決して高くなかったの

ですが、今回は直接体に触れていないのに「ずいぶん楽になった。」との評価で

す。全貌を知ると凄い結果が得られるのではないかと期待してしまいます 

ニックネーム｜Mori 様   評価 5.0 

無料動画を拝見しました。期待度は本当に五つ星です！ 私がセミナーを受けよ

うかと迷っていた、いくつかのヒーリングなどを網羅して尚シンプルで、誰に

でもできる施術なのでは？！と、とても期待しています☆私にも出来るかな？

私にもできそう！これ出来たらホントに毎日がわくわくで世界が変わりそうで

す☆本編 DVD 楽しみにしています！ありがとうございます！！！Mori 

 

ニックネーム｜マツ様   評価 4.0 

このレベルの施術法を無料で公開されるとは、更に奥が知りたくなるのは当然

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜コバ様    評価 5.0 

BJ の上部頸椎、ガンステッド、ピアーズ、ホールインワン、AK、ジョンシー、

本間ドクター、SOT、ご自分の様々な経験、並びにいっぱいの学びを生かした

『FULL SCAN SYSTEM』、素晴らしすぎます(^-^)/ 感動致しました。こんな

に簡単にまとめることが出来るなんて、天才ですね！ちなみに、朝、起きた

ら、すごく腰が痛くて、動けなかったのですが、先生がビデオの中で言われた

通りにやって見たら、ウソみたいに軽くなりました。超簡単で凄すぎます。こ

れならば、誰でも出来ますね！世界的な発明です。 

ニックネーム｜中澤様    評価 5.0 

無料映像を見てから、毎日のメルマガがとても楽しみです。 動画で紹介されて

いた手技を試したところ、ちゃんと反応しました！ 私にもできるのかな？と半

信半疑でしたが簡単にできてビックリです！ フルスパイン調整法が原因かはわ

からないのですが、次の日、受けてくれた人は肩甲骨が筋肉痛になったようで

す。 その人は 3 日前に肩甲骨をはがすような施術を受けたからだと言っていま

したが、 私はフルスパイン調整法で自然治癒力が働いたからかも！？と一人で

興奮していました。 私は治療家ではないのですが、フルスキャンシステム に

とても興味があります。 ぜひ勉強したいです！ 楽しみにしてます！ 

ニックネーム｜ひろ様   評価 5.0 

半信半疑でしたが、やってみると不思議なことに効果があります。まるで超能

力のようです。この全貌を是非知りたいです。 

ニックネーム｜にこちゃん様 評価 5.0 

エネルギー治療は、何か特別な修行された方が使いこなせるもので、私には無

理な領域と思っておりましたので、誰でもこんな簡単に出来るなんて期待しか

ないです。 

ニックネーム｜掛川様 評価 5.0 

あ～、もうスゴい❗ お願いです。私を、この貧乏治療院から救ってください。 

ニックネーム｜きゅーぴー様 評価 5.0 

半信半疑で見よう見まねでやってみたら、素人の私にも不思議と出来ました。

摩訶不思議としか言えませんが、是非もっと学んでみたいです。。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜きよりん様  評価 5.0 

どの道を行けばよいのかずっと迷っていましたが、これから治療家として生き

ていける希望を感じています。 岩城先生からもっともっと学びたいです。今後

のセミナー等に期待しております。 

 

ニックネーム｜YY 様    評価 5.0 

キネシオロジーを本格的に勉強すると実践に活かせるまで時間がかかります

が、今回の方法は実践的ですぐに使えるのが魅力的です。 DVD ではさらに進

んだ手技を得られると思うととても楽しみです。 

ニックネーム｜ひろえもん様 評価 5.0 

この度は、この様な素晴らしい技術と知識を惜しげもなく発表して頂けました

ことに感謝致します。 通常、この様な動画を見てここまで興味を持ったのは初

めてでした。元々気功も行なっていたのですが、それを各々の技量ではなく平

らに皆んなが使える方法を説くという事がいかに素晴らしいかは技術者の方々

なら良くわかると思います。 素人の方にも簡単に使いこなせる事で助かる人は

倍増しますね。 現在の施術にも組み合わせる事が出来そうですし、是非購入さ

せて頂こうと思っております。 ありがとうございました。 

Q4 

ニックネーム｜ちっち様  評価 5.0 

今まで背骨の調整を骨１個ずつ検査していたのが full scan system を使うとほ

んと一瞬で検査でき治療効果も桁違いになりました。ありがとうございまし

た。 

ニックネーム｜sandora 様  評価 5.0 

求めていた治療法を無料で配信して下さりどこまで有難いんだぁーと思い最後

まで見せて頂きました。感謝。感謝です。 エネルギー治療は 結果が早いです

ね。本当にありがとうございます 

ニックネーム｜sandora 様  評価 5.0 

私は脊椎が捻じれています。長年いろいろな手技の治療法を受けてきたのです

が、治らないままでした。でも、自分自身に教えて戴いたエネルギー治療をし

ましたら、明らかに変化が現れました！ 未だ、第 3～第 7 頸椎まで歪み且つ捻

じれハ、充分には治りきれていませんが、今後も取り組んで参ります。とても

嬉しいです。岩城先生に心から感謝申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜ぼむ様  評価 5.0 

めちゃめちゃ期待してます。 自分の施術が大きく変わると思っています 

ニックネーム｜Bun 様 評価 5.0 

本編の DVD を購入させて頂くのが今からとても楽しみです。エネルギー治療を

ここまで簡単で明確に、確立されてきた先生には感銘を受けると共に心から感

謝しております。 先生から学んだことを活かして、一人でも多くの方々を幸せ

に出来たら最高だとワクワクニヤニヤしております。 

ニックネーム｜myuki 様 評価 5.0 

現在の一般の治療の概念を変える新しい治療法と思います。 

ニックネーム｜ｵｰﾀ様    評価 5.0 

無料手技セミナー動画の検査法を毎日繰り返し練習することで１分位で治療ま

で持っていくことができています。治療自体も３０秒から１分…。こんなに早

い検査で、しかも結果がしっかりついてくる手技は経験したことがありませ

ん。本当にありがとうございます。ＤＶＤが楽しみです。 

 

ニックネーム｜うまさん様  評価 5.0 

無料映像通りに患者さんに治療をおこなったところ、永年続いてきた背中の痛

みがなくなりました。また私の掌も、熱くなってきて驚きました。人間の潜在

意識とエネルギーを使うこの療法は、機械などを使わないのでエコだし、経済

的だし、一生使える素晴らしいテクニックだと痛感しました。 

ニックネーム｜えんちゃん様 評価 5.0 

無料セミナーなのに、「ここまで教えてくれるの？！」っていうくらい丁寧に教

えてくださり凄いです。説明がわかりやすく、あまり身体の仕組みを知らない

私でも教えてもらった通りやっただけで家族の腰の痛みが無くなりとても喜ば

れました。 普段は感情にフォーカスしたセッションをしているので、岩城先生

の「FULL SCAN SYSTEM」 と組み合わせたら最強になるだろうと考えるとワ

クワクが止まりません！！ 内容はもちろんですが、どんな方（お人柄）から教

えてもらえるのかはとても重要だと思います。岩城先生からならスッと受け入

れて楽しく実践できそうです。「FULL SCAN SYSTEM」の全貌公開を すっごく

楽しみにしています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜山口様  評価 5.0 

私は治療家ではないのですが、整体に興味があり、それなりに勉強して家族や

知り合いに施術の真似事をしています。 早速、無料セミナーで紹介されていた

技を見様見真似で家族に試してみました。 「空間調整トキ」を妻と中学生の息

子にやってみると、妻は「おもしろーい！すごーい！」とはしゃぎ、息子は

「父ちゃん念力使えんの？試合の前に絶対やって！」と、 父親の株アップで

す。 「フルスパイン調整」は妻だけに試しました。 腰椎に明らかな反応があ

りましたので、手当てをしました。 するとなんと、坐骨神経痛で床から離すの

もままならなかった右脚がすっと上がったのです。痛みも殆どなくなったとい

います。 ここはチャンスだと思い「この DVD 欲しいよね!?」とふってみたの

ですが 「これでよくなるんだからいいんじゃないの？」と冷たいお言葉。作戦

を練り直してもうひと押ししてみます。 

ニックネーム｜ぽぴー様 評価 5.0 

無料映像を見て試して見たくなり、息子で試して見ました。首が痛いと言って

いたのでスキャンしてみると、ぴったり頚椎で反応あり、やったー！わたしに

もできたと感動しました。動画の手順で手をかざし反応確認。できましたー。

このようなテンションの上がる施術が出来れば、お客様共々自分も元気になれ

ると思いますね。 

ニックネーム｜まり様  評価 5.0  

今回初めて岩城先生を知り、動画やメールを拝見し、今まで学んだことや体験

したことなどの点と点が線になりそう！！！っと興奮しております。 キネシオ

ロジーでなんでもわかってしまうなんて 体(脳)はとてつもない受信&発信器な

のだなーと感じています。 あー、これからがますますたのしみです！ 

ニックネーム｜きゅんくま様 評価 5.0 

無料セミナーの内容をすぐに友人に試してみましたところ 体の姿形、動作が即

座に改善していました 次に友人にその場でやり方を説明して 私の体に対して

行ってもらっても 同様に改善しました 再現性があり効果が高く、なのに素人

の友人でもすぐに真似できるほど簡単なのに驚きました 30 年セラピストとし

てやってきましたが、このような素晴らしい技術を学べるなんて 同じ時代に生

まれてきて良かったと感謝しております ありがとうございました 

ニックネーム｜ダンシング様 評価 5.0   

はっきりいって全ての症状への要因を兼ね備えた究極の根本原因追求方法だと

思います。 しかも、再現性も高く非常に臨床向きだと感じました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜みっちー様 評価 5.0 

リラクゼーションサロンの施術に使ってみたのですが動画を見たときには、す

ごいと思ったのですが、実際に自分でやってできるのか半信半疑でした。 しか

し、自分の予想に反してお客様の体は正直に応えてくれて、潜在意識に対して

アプローチできるこの技はとてもすごいと改めて思いました。 自分人生にコレ

は必要なのんだと思いました。 

ニックネーム｜はるち様   評価 5.0 

１年以上家内の右膝関節の屈曲制限があり歩くたびに、びっこを引くようにな

ってしまいました。これではまずいと思い、これまで学んできた色々な手技を

使い、歩くには問題ないくらいまで改善しましたが、正座ができません。なん

とか正座ができるようにならないものかと毎日施術しておりましたが、今回こ

のフルスキャンシステムと出会い半信半疑で試してみたところ、なんと星座が

できるではありませんか！ これにはびっくりしました。今まで悩んでいた時

間は何だったのだろう。とてもすごいシステムです。もっと色々な患者さんに

トライしてみたいと思います。 

編集削除エクスポート 

ニックネーム｜アロマちゃん様 評価 5.0 

無料映像を見させてもらっていた時、知り合いの方からギックリ腰で動けない

から行けません。とのこと。 思わず何とかしてあげたいとお伝えし、明日伺い

ますと。 それなら今日お願いします。との事。夕方送ってもらって来られ、早

速見よ見まねでやり頚椎と胸骨が悪い事がわかりました。 先生の教えと私の施

術法で。 翌日は歩いて来られ頚椎も胸骨も大丈夫、大分腰も良くなっててビッ

クリ‼️ ありがとうございます、と共に偶然のギックリ腰の方がいていい勉強さ

せていただきました💕 

ニックネーム｜メダカ様 評価 4.0 

なぜ？なぜ？なぜ？分かるの？治せるの？との患者さんの感想（口には出さな

いが施術者も同じ感想） 

ニックネーム｜アロマちゃん様 評価 5.0 

エネルギー療法にはとても興味がありましたが、自分で取得するには、高額な

お金とものすごい時間がかかるものと思っていました。 私は、まだ施術家では

ないので、自分に検査してみて、 無料映像なのに、自分の体に変化が起こった

ことに驚いています！ ＤＶＤはもらえなくても絶対に購入します（笑） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜ウニ丼様   評価 5.0 

今までにないほどの施術効果を実感しています！ 無料動画のタイトルにかなり

胡散臭さを感じつつも、検査法までを観終わり妻を検査してみると、自分でも

疑う程指がずれる。これはひょっとして・・・と思い、空間調整トキを試した

ら、握力計までもが両手でそれぞれ 3kg ほどアップ。最後まで動画を観て、翌

日からの施術に使ってみた。 すると信じられない改善を連発しました。 症例

① 10 年近く前からの脊柱管狭窄症の痛みで来院中の 70 歳女性。当院での施術

8 回目。今まで痛みは消失することはありませんでしたが、施術時間 5 分(頸

椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨すべてに反応あり)、あっという間に痛みが消え、

本人驚き。私はもっと驚く。 症例② 一か月前のぎっくり腰から痛みが変わら

ず 2 回目の来院の 90 歳男性。初回はアトラス矯正のみで 7 割減。2 回目は残っ

た 3 割をとる為に来院。施術時間 2 分でほとんど触らずに痛み完全消失。本人

大喜び。私はまた驚く。 症例③ 次は、新患で 48 歳女性。10 年以上前からの

変形性股関節症は左右で、手術を勧められている。腰はすべり症。首は頸椎ヘ

ルニアで手のしびれ。今回左股関節から太ももの前面の痛み。ここが痛くなる

と数か月から数年間は痛みが取れないとのこと。施術時間 3 分で全く上げられ

なかった左足が右より上がり、痛みもほとんどなくなり、キツネにつままれた

ような顔をされていらっしゃいました。私も同じです。 症例④ さらに新患。

14 歳男の子。中学のバスケの試合で本日ゴール下で着地の際相手の足を踏んで

しまい捻挫。翌日が初の公式戦である新人戦で、スタメンとのことで、ご紹介

で来院。くるぶしとその周辺が健側の 3 倍ほどに腫れ上がり、足をつくと痛い

状態。お母さんは心配で私の手に穴が開くほど施術を見ていました。いつもし

ている施術でも腫れはひかず、可動は上がりましたが痛みは 10→5。それ以上

は限界と思い、かなり躊躇(お母さんがめっちゃ見ているので、訳分からないこ

とやって全く変わらなかったら気まずいので・・・)しましたが、患者の為と思

い、思い切って使ってみました。施術時間 3 分。私：「はい、動かして。」患

者：「はい・・・、・・・、あ、痛くないっす！」お母さん：「え～～～！なん

で！すごい！！」ということで、腫れもかなり消失し、痛みもほぼなくなり、

迎えに来たお父さんが普通に歩く息子を見て「あれ？歩けるの？」と驚いて聞

いていました。本当に私が目にした施術結果に、私が一番驚いています。 症例

⑤ 77 歳女性で、40 年近く坐骨神経痛に悩まされていて、ずっと色んな治療院

に通っていらっしゃる方です。とはいってもすぐに別の院に行くわけではな

く、数年間通い詰めて、毎度毎度施術者から「お手上げ」を宣告され、その師

匠を紹介されるという感じで、たらいまわしになっている方です。私の所に来

て、少しずつ症状は快方に向かっているような気がするという初めて味わう感

覚があることと、周りからも歩き方とか変わってきたと指摘を受けているそう

で、すでに 30 回以上通っています。今回 33 回目の施術に使ってみたところ、

私は何の説明もしていませんが、「今日はいつもより施術を受けている時の良く

なり方がすごくいいです！凄く動きやすくなりました！新しい事された感じで

すが、それが効いてるんですか？」と聞かれました。 今まで様々な無料動画・

DVD 購入・セミナー参加をしてきましたが、無料動画の時点での知識・技術

で、しかもずっと通ってもらっている人からこのような事を聞いてもらえるほ

どの効果を出せたのは、初めてです！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜ちゃむ様   評価 5.0 

岩城先生の前回ｄｖｄを購入して私の治療の全てが変わりパワーアップしまし

た。キネシオロジーを使い血栓、ウィルス感染、菌感染、脳動脈瘤なども検査

しエネルギー療法で治療が出来る様になりました。痛みの元が検査出来るので

良く治ります。更に技術を向上させ、どの様な世界が広がるか期待していま

す。次のｄｖｄも購入し新しい素晴らしい世界を体験します。 

ニックネーム｜AKK 様 評価 5.0 

全くのド素人の妻に教えて、私自身に施術してもらいました。実は...腰と膝の

痛みをごまかしてセルフケアで何とかしており、妻にも誰にも話したことなく

痛みを隠していたのですが...なんと腰椎 3 番で反応しました。そして、そっと

手をあててもらうと何とも気持ちが良くなりました。そして、腰と膝の痛みが

楽になったのです！本当に久しぶりの感覚でした。これは本物です‼️再現性が

半端ない‼️これからの治療家人生がワクワクしてきました。出会えて良かった

です。本当にありがとうございました。 

ニックネーム｜Minato 様    評価 5.0 

原因が分かり、必要な部分に働きかける事が出来るフルスキャンシステムは素

晴らしいと思います。是非取り入れたいです。DVD 期待しています。 

ニックネーム｜にゃき様   評価 4.0 

日来店されたお客様で、10 日前にぎっくり腰になり、腰痛は良くなったのです

が、左のお尻に痛みと太ももの裏側に痺れがあるとのことでした。全体的に身

体が張っていたので、筋肉を緩めバランスを取ってみたのですが、改善せず。

岩城先生の無料セミナーで拝見した親指の確認方法を試したところ、仙骨に反

応がありました。直ぐに仙骨にアプローチ。痺れは少し残りましたが、痛みが

まったく無くなったとのことでビックルしました。 

ニックネーム｜癒し人様    評価 5.0 

ものすごーーーくワクワクしています！私は治療家ですが、エネルギー治療の

可能性は、無限にあるのではないかと感じつつも、なんとなくの体感で言葉に

出来ないもどかしさがありました。が、岩城先生は、誰でも再現できる方法

を、しかも非常にわかりやすく説明してくださる方だと思います。ありがとう

ございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜ペヤング様   評価 5.0 

前作の空間調整「トキ」は身体に触れなくても変化がでることを実感していま

したので、今回発売されたＤＶＤも大きな期待があります。目に見えないもの

を信じない方が大半を占めている中で、この空間調整「トキ」をすることで、

見えない力を信用してもらえるきっかけになっております。何を隠そう私自身

がこの「トキ」のおかげで信じるようになりました。患者様を信頼させるには

当たり前ですが、術者側が「自信」がないとできないと思います。その術者の

自信を高めるきっかけに岩城先生のＤＶＤの価値があると感じています。治療

業界もホンモノしか残らない時代に突入しているので、目が肥えた先生には目

からうろこが落ちる内容だと期待しています。 

ニックネーム｜しばふ様  評価 5.0 

だれでもエネルギー療法がつかえる。しかも検査も施術自体もほんの数分で終

わってしまう。時短を目指しているので最高です。さらにはどの疾患にたいし

ても対応できるようになる。すごいです。実際私自身も試したところ効果があ

りました。なのでＤＶＤの発売が早くきてほしいです。岩城先生ありがとうご

ざいます。感謝したします。 

ニックネーム｜smoke 様 評価 5.0 

実際に見よう見まねで使ってみて効果は絶大でした！ どれだけの手技を学んだ

としても到達できない領域の施術が手に入るのだろうと思います。  

前回の DVD 同様大きな期待で待ちたいと思います。 

ニックネーム｜masa 様 評価 5.0 

後頭骨に３０秒触れるだけでいろんな症状も取れるなんて期待しない方がおか

しいでしょう？期待していますよ。 

ニックネーム｜ゆっきー様 評価 5.0 

友人に実際に試させてもらったところ確り結果が出て、「エネルギー治療って誰

でも出来ちゃうんだ」ってビックリしました。ヒーラーさんとか修行した人と

かの特別な治療なんだと思っていたので、此れからの治療業界も変わるなぁと

思います。この治療が多くの患者さんに受け入れられると先生方も疲れる事も

無くなるし此れから必要とされる治療法だと実感しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜N.T 様   評価 5.0 

前作の DVD が良かったので、フルスキャンシステムも楽しみにしています 

ニックネーム｜NORI 様 評価 5.0 

50 歳の主婦ですが、とてもわかりやすい説明のセミナーで簡単そうだったの

で、早速自分の頭にエネルギーを当てたところ、ちょっとスッキリしたので、

感動しました！！ そして次に主人に背骨チェックしたら、ちゃんと反応があ

り、エネルギーの詰まりを修正出来ましたので、またまた感動です！！ 本当に

誰でも治療できる、素晴らしい方法だと思います👌💕 

ニックネーム｜ふーやん様 評価 5.0 

私ヒーリングをしていますが、それを、整体にいかす方法をもさくしていまし

た。まさに、待望の DVD です！ 私のしたかった事をそのまま教えていただけ

ると、まさにワクワク！ウキウキ！しています！ 

ニックネーム｜kanu 様 評価 5.0 

キネシオロジーのマインドランゲージで筋肉反射を使う方法を学んでいたので

すが、 検査結果がバラバラに出てどうにもそれを解決する事ができず、 20 年

間封印して来ました。 先生の動画を見させていただき、基礎から解説していた

だき、基本の順序 きめ細やかな指示が 僕の頭にしみ入って来ました。そして 

BJ パーマーの思想 理念の崇高な事もまた暗黒な状態に光のを入れるエネルギー

治療と椎骨のサブラクセーションとの違いで、筋肉反射が反応しない 本当に納

得出来る事実を知る事が出来きました事 心より感謝しています。 このフルス

キャンシステムを習得して、僕の周りにいる多くの難病の方達を少しでも楽に

してあげたいです。 

ニックネーム｜めんぼー様 評価 5.0 

マジでホントに反応が出る。ぶっちゃけ自分は、かなり鈍感な人間です。でも

今回のは分かる 

ニックネーム｜とんぼ様   評価 5.0 

１０年以上前に気候の習得で高いお金を払いました。その後手技として活用で

きておらず残念な思いを持ち続けていました。 先生の動画を見てこれだと直

感！ 私にもできると確信に似た思いを抱いた次第です。今度こそ先生のお力を

借りて昔の夢を実現したいと思います。 皆さんに還元したい！DVD 期待して

います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜アッキー様 評価 5.0 

脊柱の検査を試してみたら無料映像のようにしっかり反応がでました。反応し

た脊椎を触診すると歪みと痛みもあり一致してました もっと短時間でスキャ

ンできて後頭骨に触れるだけで治療できるなら早く DVD 観てみたいです 

ニックネーム｜シャイニーダイヤモンド様 評価 5.0 

今までエネルギーワークなどは経験したことが無かったのですが、友だちに空

間調整トキをやってみたら、いきなり効果が出てビックリ‼️ 親指を使っての検

査は、自分で「肺」とか「胃」とか順番に臓器の名前を言いながら１つずつや

ってみたら、いくつかで左右にズレが出て、これもビックリしました。 このズ

レに対してどのように対処していくのか？それが『後頭骨に触れるだけ』とい

うことでしょうから、本当に楽しみです！ また『FULL SCAN SYSTEM』は、

その検査が一瞬でできるそうなので素晴らしいと思いますし、機器を使用した

検査よりも正確な検査結果が得られるなんて、本当にすごいです！！！ 早く早

く全貌が知りたいです‼️ 

ニックネーム｜あつ様 評価 5.0 

アトピー性皮膚炎の方が、かなりいらっしゃるが、来ている患者さんは他の部

位の痛みで来られているが、なんとかしてあげたいという思いがあるので、こ

の手技をものにしたら、こちらから治療を勧められることが出来るのを期待し

ている。 試してみて、例外なく結果が出ている。直近では、小さい頃から便秘

だった方が、翌日快便でしたとわざわざ電話をいただきました‼️ 

ニックネーム｜みちょん様  評価 5.0 

早速、映像を真似て、肝臓癌で痛みのある方に、試してみた所、数分で「痛み

が取れた！」と言われて、こちらの方が半信半疑になりました！嬉しいやら、

ビックリするやらで、無料の映像だけでこんなに効果があるのなら、本編を学

べば、一体どれだけの効果が出せるのだろう⁇と思うだけで、ワクワク感が止

まりません！ 

ニックネーム｜むら様  評価 5.0 

キネシオロジーとエネルギー療法と岩城先生の話し方・説明の仕方に魅せられ

て、早速はまりにはまってしまいました。動画を見ながらメモを取りました

が、やってみるともっときちんとやりたいだの、理論解説もしっかり理解した

いと思うようになりました。なので更にメモを取りまくり揚げ句の果てには一

字一句テープ起こしまでやってしまいました。おかげで、連日寝不足続きでめ

っちゃ仕事きつかったです。が、同時に早速試したり検証したり応用したり、

ものすごく楽しいです。久々におもいっきり充実した日々を過ごしています。

岩城先生に、感謝❗ 感謝❗ 感謝❗ です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜ゆーこ様 評価 5.0 

やっぱり症状の原因て知りたいもんてすよね！精神的な問題からでも対処でき

るなんて、これからもっと必要なことだと身に染みて感じているところです。

赤ちゃんから高齢者、マタニティー誰に対しても体に聴くから安全なんですよ

ね！ 岩城先生は手技のやり方だけでなく考え方・概念も説明してくれるので前

回の DVD でもとても勉強になりました。 今、同居してる実母が(心身共に)体

調が悪い状態なので、是非とも最新のフルスキャンシステムを早く手に入れて

元気にしてあげたいです！ 岩城先生、その為に夢に出てきてくれたのですよね

(^^) きっと私の願い叶うと思います。 実際に主人に無料セミナー動画を見て

真似てみましたら、出会った 17 年前からダルがるふくらはぎのしびれが、体に

何も刺激も入れてないのに軽減したことを実感してくれました。 私はクドケン

さんから出ている手技 DVD を結構購入していますが(^^;今回が一番施術をす

る側の私にも受ける側にもビックリ納得するような手技だと感じてます。 私自

身は、10 年前に股関節唇損傷してしまい、臼蓋形成不全も見つかり数年後には

手術を要するだろうという骨の状態ですが、無料動画をみて自分に施術してみ

ても股関節の可動域が広がりました。 ちゃんとスマートに歩けていないので、

意識とイメージを上手に使って手術なしで健常な状態になるつもりです。 そし

て、施術家としてデビューしようと思ってます。 まだ凄い実体験が出来るほど

間がないのですが、恐れや不安よりわくわく楽しめる施術自信をもってしたい

です！ 

ニックネーム｜むら様  評価 5.0 

エネルギー治療は自分なりにやっていますが、格が違います。素晴らしいで

す。 

ニックネーム｜ゴダイゴ様  評価 5.0 

私も治療家の端くれで 30 年近くこの業界で生きてます。施術テクニックを広

げ、より効果の高いものを求めていくうちに色々なジャンルのエネルギー治療

を模索して患者様やクライアント様と向き合って来ました。 その中でこの技術

（テクニック）は理論や検査法などが全て明確に確立・説明出来る事に於いて

他に比肩するものが無いものだと思います。 そして 1 番思ったのはやはりカイ

ロ施術者は行き着く処はこの分野なのだと確信しました。 

ニックネーム｜みにはに様 評価 5.0 

全ての原因が一瞬でわかるという、「眉唾」な事を信じられるのは、あの岩城先

生だからこそです。 誰にでもわかりやすく、痒い所に手が届くように説明して

下さり、さらには結果も伴う現実を突きつけてくれる、そんな岩城先生の FULL 

SCAN SYSTEM に、とてもとても期待と希望をしています！又再発すると分か

ったので、今なんとしても柔らかくしたいです。 苦しくない、薬の要らない体

を目指して、頑張りたいので今回とても期待しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜masa 様 評価 5.0 

3 人の方に見よう見まねで手技をしてみました。うつぶせで指の長さを見て変化

が出た場所に気を送ったところ、治療を受ける側はポカーンとされていまし

た。「え、どうなったの」と。こういう風にしてこうしたら、あなたの体に変化

が起きたのですと説明しました。本当にキツネにつままれた顔をされていまし

た。岩城先生は手で脊柱をなぞることなく想いの世界でされておられます。ま

さに空間手技ですね。イエス並ですよ。私も高い意識世界からエネルギーを頂

き病気を治してあげる仕事をしたいです。ですからスピリッアルな世界を求め

瞑想と言う世界も体験しています。一朝一夕にはいきませんが、いつかはと思

っています。岩城先生の人柄、生き方に敬服いたします。5 千年前からいえそれ

以前に存在していたヒマラヤエネルギー、シバ神・空海様などの世界も、岩城

先生に通ずるところがあるように思えてなりません。後 10 年ぐらいで宇宙空間

に自分の意識を置いて神々の世界に入っていけるようになりたいです。現実の

世界で言えば太陽さんの様な生き方をしたいです。平和と多くの人々がエガを

で暮らせる世界を望んでやみません。 

ニックネーム｜トマト様 評価 5.0 

無料動画だというのにこれはすごいですね。巷にはテクニック DVD があふれて

いて、買ったけれどその後の高額のセミナーを習得しないと結局使えない......., 

簡単と言いながら、実は簡単ではない........などがっかりするものも一部ありま

す。その中で岩城先生の前回の DVD を買わせていただきましたが、本当に役立

っています。先生の誠意あるなお且つわかりやすい説明で人柄を感じることが

できました。また不調を治すのは本人にしかできないし、施術者はきっかけに

しかないと考えていることもあって、施術は主訴を追わない本人の治癒力を信

じて任すという考えにも魅力を感じています。経験年数も浅い私ではあります

が、家族の不調を早く改善したいというのもあります。そして人間の可能性を

を知りたいというのもあります。今回の動画で自分自身にやってみました。イ

メージで頸椎？胸椎？........と 背中には手が届かないので腹側に手を当て治療

してみました。もちろん正しいやり方かどうかはわかりませんが、それでもこ

の一か月とれなかった右の腰痛がとれてしまいました。奥が深いですね。この

手技で何人の方が救われるかと期待しているところです。本当にありがたいこ

とです。 

ニックネーム｜スペック様 評価 4.0 

トキは本当に一瞬でガチっと力が入るようになるので、 受けた方から「え

っ！！」という反応が多いです！ どんな症状にも対応できるということで、 

どこに行っても良くならなくて困っている方に救いになるのではとワクワクし

ています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニックネーム｜きよバンビ様 評価 4.0 

無料の映像視聴をして、空間調整トキを自分にやってみたところ、良い意味で

驚愕の効果を体験しました。 私は、動画視聴した翌日の朝、目が覚めたら「寝

違え」ていました（笑） 今迄、寝違えに対しては、どんな方法を使っても、緩

めることは出来ても、すぐに消失させることは出来ていませんでした。 私は、

ラッキーなことに、そのような「寝違え」に自らなることで、空間調整トキを

先ずは試してみました。 私のら「寝違え」は、空間調整トキだけで消失してし

まいました（笑） 本当に寝違えていたのか？自分のことなのに疑うくらいに、

痛みと可動域制限は無くなっていたのです。 おかげで、それ以上の手技を試し

てみる意味が無くなるほど、楽になってしまいました（笑） この治療法を全部

学べたら、どんな効果が得られるのか…。 正直なところ、内臓疾患系や自己免

疫系の疾患に徒手の手技で効果があるとは半信半疑でした。ですが、この「寝

違え」消失の体験で、今なら「有り」だと思えています。 そして、ほんの少し

秋の花粉症症状が出ていたのですが、これも気が付いたら無くなっていまし

た。 無料動画の手技、しかも一番初めに紹介されていた方法だけで、こんなこ

とになるとは！ 本当にすごいと思いました！ 

ニックネーム｜アワタケ様 評価 5.0 

私は、二年制のカイロプラクティックからこの業界に入り、最初の頃はディバ

ーシファイドや AMCT での施術をしておりました、その後、内臓や頭蓋調整を

学ぶためにオステオパシーの団体で勉強を始め、２年くらい前からはヒーリン

グやエネルギー治療の方に個人的な関心が高まり、そういったセミナーなどに

も参加しておりました。 業界的にも、エネルギー治療の教材は近年増えている

印象があります。おそらく自分と同じような先生も少なくないと思います。 カ

イロからオステオパシーの学びを加えた時、カイロを下に言うような先生もい

ますが、私は逆にカイロの良さが以前よりましてわかりました。 そして、エネ

ルギー治療を勉強したら、構造的な部分や解剖生理学の知識の重要性を再確認

しました。ただそこで、構造的な施術とエネルギー治療の間を埋める具体的な

ピースのようなものが自分の中ではいまいち足りないなと感じていたところ、

岩城先生のエネルギー治療の理論、説明は、自分の中でカイロプラクティック

からはじまった構造的な施術とエネルギー治療に繋がる線がはっきりと感じら

れました。 今まで勉強してきたことを捨てることなく､その延長線で施せるエ

ネルギー治療だと思います。 エネルギー治療に惹かれると同時に、いまいち整

理できない部分で迷いがあった点を解消できるという高い期待があります。 是

非、全貌を学びたいと考えています。 自分を代理テストに、お腹の調子が悪か

ったペットの猫の胸椎を調整したら次の日のお昼には復調していました! 



 

 

 

 

  

ニックネーム｜ちっちゃん様 評価 5.0 

岩城先生のセミナーはもう開催されないものと思っていましたので今回 DVD を

出していただき、そのチャンスを与えられた事に感動、感謝しております。 無

料動画を見て早速、同僚とお客様(私の仕事は接客業です)に座位のまま見よう見

真似で試してみたところ、本当に動画の中の先生方のように明らかな変化があ

り同僚もお客様も私も驚きと感動の渦で、その変化を見た他のお客様が興味を

持たれ結局調子に乗って一日中 次から次にお客様に試させてもらいました。殆

どの方の症状の明らかな改善があり、こんなに楽しい治療法を体験した事はあ

りません。 それに潜在意識に働きかける事の大切さや治療家としてだけでなく

生きてく上での人生哲学的な事まで学べそうでワクワクします。上手く言えま

せんがとてもとても共感しました！ 岩城先生の治療法に出会えて本当に嬉し

い。生きてて良かった！（笑）この先の人生が面白くなってきました！ 

ニックネーム｜sara 様 評価 5.0 

私は、正直に言って FULL SCAN SYSTEM に関してはまったくと言っていいほ

ど理解できていません。目で見えるもの、肌で感じるもの、拙いながらも修練

(知識:技術)を積んだものに身を寄せて施療を行ってきました。ただそれでは解

決できない症例も多く、苦悩の日々を過ごす中、ネットでゴッドハンド通信を

拝見したんです。上原先生の DRT、藤井先生の NEO、松井先生の MB、三浦先

生の全脊柱矯正、滝本先生の脳活性、手技マニアみたいで少々恥ずかしいので

すが、どれも最初は半信半疑で、それでも先生方が膨大な時間と熱意をもって

開発された技術を教えてもらえる、試せる、すごいコトだなぁ～と(≧∇≦)。理

解は後からついてきてます、きっと今回の岩城先生の FULL SCAN SYSTEM も

…。 前置きが長くなりましたが、90 才の独居高齢者(女性)に試してみました。

今年 5 月に自宅で転倒して鎖骨骨折、2 か月の入院加療、現在も週一回の通院

リハビリ中。 糖尿、重度の膝 OA による歩行困難があり、骨折の影響で右上肢

に痛みが残り腕が上がらない状態です。 いつもは通常の施療に諸先生の手技を

加え、40 分ほど時間をかけてゆっくりと(高齢の方なので)お相手をするのです

が、今回はあえて前説をせず…。「ちょっと横になって、うつぶせで」と、岩城

先生の検査法はとてもシンプルだったのでできるだけ手早く、ふむふむ頸椎、

胸椎と仙骨あたりで反応が。手を当てて、じんわりあったかく感じてきたぞ、

再検査。ここまでの時間は 10 分程。「はい起き上がりましょう、ゆっくり手を

挙げてみて」いつもの施療後と同じくらい手が上がって、「なんかまじないでも

したんか？」当人も驚いてましたが、私も内心「すごッ！」う～んエネルギー

治療おそるべし。 FULL SCAN SYSTEM で感じたことは、パーツの修復ではな

く流れ、連携、たとえば神経信号の？を整えるのかな、不思議だぁ。熟練すれ

ば現場でかなり大きな力になりそうです。 



 ニックネーム｜セイワ様 評価 5.0 

偶然このシステムに適したと思われるお客様に即、試しました。 指の長さを確

認。 何こんなんで…と思いつつ… アレっ！えっ！ 変化が起こりました！ そ

のお客様は頚椎、胸椎、腰椎、仙骨と反応があり、 まさかぁ！と思いつつ… 

次いで、私の手をかざさず目視で…まさかなぁ？ で、もう一度、目視で… え

っ？！私って天才♪ゴットハンド？♪ お客様も通快♪ 30 分時間が余ってしま

いました！ どうしましょ(笑) と…戸惑い 嬉しさで私自身も快調です。 今日は

ちょっとしたお茶会に行きますが、 座ったままで、立ったままで、 ちょっと

遊んでみようか♪？ この変化が なんか…楽しい♪♪ みんなに会うのが…ウキ

ウキ♪ 今までクドケン無料セミナーライブでは初めてのワクワク感。 この先

…まだわかりませんよ♪ウキウキ♪ 

ニックネーム｜ノアッチ様 評価 5.0 

ついに出たあ～ 岩城先生の無料映像を見た時には興奮＆感動の喜びが沸き上

がりました。痩せて力の無い女性の私は、簡単で力を必要としない手技を心待

ちにしておりました。今まで様々なゴッドハンドなる映像を見て来ましたが、

難しかったり、また力や時間を要する手技は、なかなか長続きしませんでし

た。従って効果も出ませんでしたが、この映像の手技は長続きしそうで、しか

も受講生の全ての方々が、すぐに‟気”を会得されているのにはビックリ！！そ

して‟私でも出来るかもしれない”という期待を持たせてくれました。メモを取

りながら、この映像を 3 回見た後、家族に実行し、映像の如く手の長さが変化

したのには、我ながらビックリし、更に糖尿病性神経炎で常にビリビリとして

いる足趾が、「多少ビリビリがいい様な・・」と言ってくれた時には更にビック

リ。まだ足趾の冷感は続いていますが、この手技を続けていけば改善の余地は

あるだろうと期待しています。以前大自然ヒーリングを勉強して、私のヒーリ

ングにより相手の方が気を受けてピクついたり、温かくなったりした事があり

ましたので、この手技を 100％信じ、且つ身の回りは、病気を患っている者だ

らけなので、この手技によって周りの方々を少しでも楽にしてあげたいと思い

ます。また、自分自身の坐骨神経痛も改善出来るであろうという期待で、わく

わくしています。（なお、期待度は星 7 つですが、5 つまでしか星を塗る事が出

来ませんでした。） 

ニックネーム｜みつ子様 評価 5.0  

ワクワクが止まりません ! ! プロの治療家、施術経験の浅い治療家、治療の

「ち」の字も知らない素人まで、人であれば、誰もが習得できる治療法なのだ

と思います。わたしも駆け出しの治療家ではありますが、この手技を身につけ

ることで、一気にレベルアップできるのではないかと、大いに期待していま

す。 


