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2002年8月、スパの健全な発展と将来に関心のある市民が集まり、「市民に対するスパの利用方法に関する広報と啓発事業」を主目的
とした任意団体「日本スパ振興協会」を設立しました。
その後、上記の目的を達成するため市民を対象とした広報活動などを進めて参りましたが、2004年2月に「特定非営利活動法人＝ 
NPO」の認証を受けて法人化し、本年5月に「スパに関する知識の普及と啓発」をテーマにしたセミナーと展示会を開催するところまで
歩んできました。
協会は、「スパ」に関する幅広い分野で、市民に対しスパに関する知識の普及を図る活動を推進すると共に、市民が安心して利用出来る
環境づくりを実現するため、スパサービス提供者の水準を高める啓発活動を行うなど、公益に寄与することを目的とした非営利事業活
動を行い、新しい日本独自の「スパ文化の振興」を推進して参ります。

日本スパ振興協会の目的

日本スパ振興協会は、心身の美と健康の維持・回復・増進を図
る予防医学的サービスを総合的に行う「スパ」に関する分野に
おいて、スパサービス提供者の水準を高める指導・啓発活動、
並びに不特定多数の市民に対する情報提供及び安全で効果
的な利用方法など、スパに関する知識の普及を図り、市民が安
心して利用出来る環境づくりを実現し、公益に寄与することを目
的としております。

国際的なスパに関する会議と展示会

国際スパ協会と共催で、市民と業界に最新のスパ情報を伝える
活動。

スパの広報普及活動

スパサービス従事者の質の向上を図る活動

スパ従業者を対象としたセミナーや研修等を定期的に実施して
意識と技術の向上を図る活動を行い、市民が安心して利用でき
るスパを目指します。

市民に
「スパの正しい知識」
を伝える広報活動

市民の
「健康維持・回復・
増進に貢献するスパ」
の普及活動

市民が
「安心してスパを利用
できる環境づくり」
の啓発活動
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理事長からのご挨拶に代えて

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によりお亡くなりになった方々に謹んでお悔み申し上げますと
ともに、罹患された方々、不安で辛い日々を過ごされているすべての皆様にお見舞い申し上げます。
平素は協会の活動にご賛同、ご協力賜り、厚く御礼申し上げます。
この1年は本当に新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でした。協会員におかれましても、営業
面、管理面すべてにおいて新型コロナ対策で大変な1年を過ごされたことと思います。まだしばらくはウィ
ズコロナが続くと思われます。ウィズコロナでは、きちんとしたコロナ対策をとるのは当然のことながら、接
触機会が少なくなる中でリアルだけではないウエルネスや癒しを意識したウェブの活用、ウェブからリア
ルへの誘導、アウトドア、自然環境との融合が業界も求められていると思います。
アフターコロナにおいては、不透明な時代だからこそ、ウエルネスが重要であり求められます。海外との
行き来ができない中、日本国内に目を向けたウエルネスコンテンツの見直しが必要で、その日本のウエ
ルネスコンテンツを発信していくことが、アフターコロナに求められます。
昨年度は、コロナ禍で協会活動も制限される中、無料のウェブセミナーを行いました。マーケティングを

テーマに5回、香りとスパをテーマにヨーロッパの情報提供を2回行い、多くの方に参加いただきました。この活動は今後も継続していき、
アフターコロナへのヒントを提供していきます。また、この3月にAsia Pacific Spa Wellness Coalitionの国際会議がOn lineで行われま
した。日本の温泉、技術が世界から注目され、各国のウエルネスやスパ関係者において、日本から3人のスピーカーの参加、日本の温泉
のバーチャルツアーが行われ、評価をいただきました。2023年には、リアルで日本での国際会議の開催を求める声も上がっています。
そこでNSPAは、日本ならではのウエルネス“J-Wellness”を発信すると同時に、ピンチをチャンスに変える方向性を示し業界の活性に寄
与していきたいと思います。

特定非営利活動法人　日本スパ振興協会
理事長　岡田友悟

任意団体として創立
2004年の国際会議に向けて会議を多数行う
内閣府より法人認可。5月8日から10日ISPA 2004JAPAN
5月8日から10日　日本初のスパに関する国際会議「ISPA 2004JAPAN」開催
スパ視察ツアー上海開催
スパの定義制定
ビューティーワールド参加、スパのモデルルームを展示
スパベーシックブック刊行
ダイエット＆ビューティーフェアーに参加
スパアドバイザー検定（初級）を実施。全国で600名余りが受験（以後毎年開催）
スパアドバイザー検定（プロフェッショナル）を行う（以後ない都市開催）
スパ啓発の冊子「The Spa Guide」を発行
沖縄で初のスパに関する国際会議「NSPA2008OKINAWA」開催
ホテルレストランショーに参加。AQUA&SPA2009に出展
NSPA2009TOKYOセミナーを開催
第1回 スパ＆ウエルネスジャパンをUBMメディア㈱と共同開催（以後毎年開催）
NSPA2009TOKYOセミナーを引き継いで、第2回スパシンポジウム開催（以後毎年開催）
GLOBAL SPA SUMMIT（インドネシア・バリ）参加
World Spa & Wellness Convention 2012（タイ・バンコク）を後援
あわせて、タイスパ視察ツアーを開催。ジェトロと協力してタイの温泉、医療の視察と意見交換を行う。
日本初の全国規模でのスパ普及イベント「スパ＆ウエルネスウィーク」を実行委員会として主催（尾後毎年開催・後援）
日本初の大学の正規授業として「スパマネジメント論」の集中講義を国立大学法人琉球大学で行う（以後毎年開催）
World Spa & Wellness Convention 2014（タイ・バンコク）を後援。指圧を行い、日本代表としてパネルディスカッションに参加
2月8日を「スパの日」に制定。一般社団法人日本記念日協会に登録
スリランカ　アーユルベーダ視察ツアーを開催
内閣府に国家戦略特区に外国人スパセラピスト就労の企画提案を行う
好評につき、スリランカ　アーユルベーダ視察ツアーⅡを開催
「ウエルネスツーリズム」を琉球大学荒川教授とNSPA共著にて発刊
大分県で開催された魁夷京商主催の全国温泉地サミットにて、NSPAの活動報告を行いました。
ベトナム ダナン・フエへの視察ツアーを行いました。
第6回 琉球大学「スパマネジメント論」を開催
スパアドバイザー検定を開催
第15回 総会を開催
第10回 スパ＆ウェルネスジャパン共催
第12回 スパシンポジウム開催
第7回 琉球大学「スパマネジメント論」を開催
第16回 社員総会開催（オンラインとのハイブリッド開催）
第11回 スパ＆ウェルネスジャパン
初のオンラインセミナー開催
第8回 琉球大学「スパマネジメント論」を開催（オンライン開催）
第17回 社員総会開催（オンラインとのハイブリッド開催）
第12回 スパ＆ウェルネスジャパン
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NSPA2021活動報告

日本スパ振興協会は令和２年度に以下の事業を行いました。

■ 事業運営に関する重要事項を検討、採決するため理事会を設置し、年に数回の会議を開催しています。

定例会議
定時総会： 6/11 感染防止対策のため、オンラインとのハイブリッド形式で行いました。
令和元（平成31）事業報告及び収支決算報告並びに令和２年度の事業計画案を会に諮り、承認されました。
理事会： 4/10、5/8、6/11、9/16、10/13、12/11、R3.2/12

■ 「スパの正しい知識」を伝え、市民が「健康維持・回復・増進に貢献するスパ」、「安心してスパを利用できる環境づくり」を
推進し普及・広報活動しています。

9/16　スパクリスタルアワード受賞式
「スパクリスタルアワード2020」日本のトップスパの受賞式をスパ＆ウエルネスジャパン内で行いました。
協会の認知と合わせ、業界関係者へスパウィークへの参加を呼びかけました。

R3.2/14～3/14　第9回スパ＆ウエルネスウィークイベント開催（共催）
スパの普及、認知のため、期間中定額料金でスパを利用できる広報企画です。
新型コロナウィルスによる自粛の影響で、例年より少ない参加店数での開催となりましたが、お客様アンケートでは好評をいただ
きました。

■ 国内外のスパに関する会議と展示会・セミナー等
スパに関する国際的な会議へ出席し、情報交換や海外へ日本のスパを発信しています。
また、国内外の展示会への出展や講演・パネリストでの参加などを積極的に行い、協会活動の広報のみならず、国内のスパを
広く紹介しています。
日本の観光・文化は世界的に注目されており、温泉を含めた関連業界と連携するとともに、環境省や観光庁、自治体などが主
催するイベントや会議にも参加し、意見交換を行っています。

9/15～17　スパ＆ウエルネスジャパン 2020　協賛・出展 / 第12回 スパシンポジウム共同開催
第12回スパシンポジウム　「資源活用とJウエルネス」にて、「今こそJウエルネスを発信するとき」というタイトルで岡田理事長が
パネラーとしてディスカッションを行いました。
当協会のブースを出展して協会の広報を行いました。

10/30，11/20，12/14 　NPO法人健康と温泉フォーラムが主催する月例勉強会を共催しました。
岡田理事長、ケイ武居理事をはじめ多くの会員が参加しました。
ケイ武居理事が「温泉ウエルネス研究」に専門委員として参加しました。
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NSPA2021活動報告

■ NPSAオンラインセミナーの開催
今年度より、コロナ禍の新しい取組でスパやウエルネスの広報活動の一環として、会員だけでなく広く一般の方も視聴できる
無料のオンラインセミナーを開催しています。　テキストでは伝えきれない、スパやウエルネスの雰囲気を感じていただきたく
『スパとウエルネスを学ぶ』をコンセプトに、幅広いテーマでお送りする予定です。
会員の皆様には、アーカイブをご覧いただけるよう準備しています。

9/25 現代スパの歴史、スパからウエルネスへ  （土橋告理事）
10/9 ガラパゴスな日本とAPSWC  （土橋告理事）
10/23 スパからONSENへ、J-Wellnessは確立できるのか  （土橋告理事）
11/13 インバウンドと日本のウエルネスツーリズム  （土橋告理事）
11/27 マーケティング力が勝負を決める  （土橋告理事）
R3.2/19 香りの都 フランス グラース
 ～香りの聖地をアロマセラピストと巡る旅～  （ケイ武居理事）
R3.3/19 スパ発祥の地、ベルギーのスパ市
 ～ケイ武居のスパ体験レポート～  （ケイ武居理事）

■ スパサービス従事者の質の向上を図る活動
スパ従業者を対象としたセミナーや研修等を定期的に実施して、意識と技術の向上を図る活動を行っています。業界全体の
向上が、市民が安心して利用できるスパを増やし業界の発展に繋がると考え、理事会の他に教育委員会を設け専門家から
の意見も取り入れながら協会の指針を作っています。
また、検定や講座用のテキストとして、スパベーシックブックを常時販売しています。

スパアドバイザー検定試験実施
随時、スパアドバイザー初級・プロの検定を行っています。

R3.2/6～8　「琉球大学 スパマネジメント論」開催
第8回目のスパマネジメント講座は、沖縄 琉球大学が主催で当協会理事等が講師として招聘され、オンラインでの開催となりま
した。国際地域創造学部を中心に約60名の学生が参加しました。

■ 官庁への要望活動及び近隣業界との交流等
当協会はスパ業界の発展のため、官公庁への要望活動や近隣の業界団体とのネットワークを構築しています。また、官公庁か
らの通達等を会員に案内、HPで告知し、情報を随時配信しています。

先端設備に係る仕様等証明書発行窓口（5件発行）
生産性向上設備投資促進税制にともない、当協会がスパ設備に関する証明書発行窓口を行っています。

近隣業界の総会やイベントへの参加
・5/20  沖縄エステティック・スパ協同組合 総会（オンライン）
・6/23-24 日本温泉協会 総会
・R3.1/29-31 日本温泉気候物理医学会（オンライン）
・R3.2/22 沖縄エステティック・スパ協同組合 授賞式（オンライン）
・R3.3/15-17 APSWC ROUNDTABLE2021 他　
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ウェルネスセミナー概要

NSPAオンラインセミナー「ウェルネスとスパを学ぶ」

NSPAはコロナ禍を切っ掛けに、
初の試みとしてオンラインによる
ウェビナーを開始しました。これは
NSPA会員のみならず、広く消費
者の方々と共にスパとウエルネス
を学んでいこうとするものです。最
初の5回シリーズは、9月から11月
までの間にライブでおこなわれま
した。内容は、現代のスパの歴史
から見たスパの将来を俯瞰しよう
とするもので、講師はNSPA理事
の土橋が務めました。

【第一回】 9月25日　現代スパの歴史、スパからウエルネスへ
スパが古来からのものであることは周知の事実ですが、現在の我々がスパと称するスパのイノベーションが起きたのは、実
はタイから。それまでの無味乾燥な病院の治療室のようなトリートメントルームの壁が取り払われ、自然の風を感じ、アロマの
香りが漂い、鳥のさえずりが耳に入り、花を愛でながらのハイタッチによるアジアの伝統療法に世界が驚いたのが1994年。
タイはプーケットのバンヤンツリーからスパのイノベーションが開始されました。引き続き1995年にはアジア初のウエルネスス
パのチバソムがホアヒンに、バンコク郊外にはアジア初のメディカルスパ、セント・カルロス・メディカルスパがオープン。以後、
東南アジア各地のリゾートホテル、シティーホテルに続 と々スパがオープンします。1997年、タイから始まったアジア通貨危機
をきっかけに、タイ政府はツーリズムにおけるスパの威力を知り、以後国を挙げてスパ業界育成の施策を取り、2003年世界
に向けてウエルネスツーリズム、メディカルツーリズムのハブ国になると宣言します。日本におけるスパビジネスの立ち上げや、
NSPAの発足、ISPAが世界に向かって「アジアの伝統療法を導入しないスパビジネスは成り立たない」と宣言したのもこの
時期に前後しています。
以後、今日に続くアジアのスパのトレンド、高級ホテルの高級スパから大衆化したスパへと向かい、レジャー的なスパからウ
エルネス志向のスパへの動き、その中心として働いてきたスパ業界の団体や企業の動きなどを紹介しています。また、日本に
おけるスパ業界立ち上げ当時の話などもあります。
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ウェルネスセミナー概要

【第二回】 10月5日　ガラパゴスな日本とAPSWC
日本は世界的に見てウエルネス大国なのだが、日本自身それに気が付いていない。
－日本食はそのままスパクィジーン   －温泉・温浴文化は世界が驚くレベル
－和漢薬・鍼灸按摩などの伝統的な自然療法  －緑茶は海外ではハーブティー
－明快な四季は気候療法に有利   －飲める水道水は世界15か国中トップ3
－森林率は世界2位、国土の67％が森林
などなど、世界がうらやむ豊富なウエルネスコンテンツを持つ日本は、このコロナ禍の中で、世界で最もウエルネス習慣を
持っていることも明らかになってきました。
－マスク使用に抵抗感を持たない   －非接触な挨拶
－手洗いと手消毒の習慣    －家屋を含め土足厳禁の場所が多い
などなど・・・
このウエルネス大国日本に、世界のウエルネス業界が注目するのは当然ですね。
そこで、2021年のAPSWCの総会とラウンドテーブルは日本で行われます。
Asia Pacific Spa Wellness Coalition は今日
のスパの進化、スパのウエルネス化に主要な働き
をした組織です。この団体は各国スパ協会やスパ
の現場で働く人々を中心としたボランティアの団
体で、特にアセアン諸国への影響力を持ち、他の
国連を含む世界的なウエルネス組織や団体など
と協力関係を持っています。NSPAはこの団体の
組織化時からのメンバーになっています。

【第三回】 10月23日　スパからONSENへ、J-wellnessは確立できるのか
突然J-Wellnessの標語が登場してきたが、その定義や基準、指針や理念もまだない。
そこで、考えました。
日本には一流のウエルネスコンテンツが揃っていますが、それがホリスティックに提供されていません。
それは、先端の電子パーツや特殊な部品は日本製ですが、スマートフォンとして世に送り出せなかったのと同じですね。
アジアでは日本型温泉スパの導入を図り、よりホリスティックなウエルネスを目指しています。意外に思われるかもしれません
が、日本のスーパー銭湯は海外から見ると理想的
なディスパ、日帰りスパです。
しかし、現状日本では未だにスパがエステであっ
たり、温泉そのものと理解していたり、その定義や
認識は定まっていません。改めて「スパとは何ぞ
や」を確認し、温泉や温浴療法を取り込んだ日本
型スパを考えます。新湯治の定着化を図り、加え
て日本が世界に先行している森林浴や、地の利
－南北3,000Kmの国土と亜熱帯から亜寒帯ま
で－を生かした気候療法で、日本ならではの
J-Wellnessの創造を検討しましょう。
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ウェルネスセミナー概要

【第四回】 11月13日　インバウンドと日本のウエルネスツーリズム
スパはもともとツーリズムとして進化し、今や世界的なウエルネスツーリズムとしてメジャーなツーリズムに成長しています。とこ
ろが、日本では国土交通省やそのインバウンドを扱う観光庁で、まだウエルネスツーリズムに対する認識が不足し、具体的な
施策やマーケティングが行われていません。
日本の人口減と80年代終わりのバブルの崩壊により、日本の経済は長い低成長期に入りました。これを打開する一つに
2003年よりインバウンドツーリズムの積極的なプ
ロモーションが開始されました。
2019年には開始当初の500万人がほぼ6倍の３
千万人を超える成果を達成しています。海外ツー
リストのデータを見ると、日本のウエルネスコンテ
ンツに対する興味が強く、その満足度も高い結果
となっています。その代表格が温泉ですが、その全
国にある温泉旅館のクローズや倒産が止まりませ
ん。2002年の６万１千軒が17年には3万8千軒に
減っています。このミスマッチはウエルネスツーリズ
ムに対する認識不足からくる戦略ミス、ということ
です。その具体的な内容を見ていきましょう。

【第五回】 マーケティング力が勝負を決める
最終回ではマーケティングの意味を考えます。
いくらウエルネスコンテンツが優秀でも、人々に告知し、認識してもらい、利用してもらわなければ意味がありません。コンテン
ツを掘り下げ、磨き、商品化し、利用してもらい、リピータ化するまでの一連の作業のことをマーケティングといいます。一言で
いうと、自分のお客さんを作る、ということです。
マーケティングには色々な手法がありますが、ここでは一番肝心なこと、ウエルネス業界でこれを無視しては仕事にならない
というマーケティングの話をします。
スパマーケテイングとか今ではウエルネスマーケティングとか言いますが、そもそもはホテルマーケティングからの派生です。
スパがツーリズム、ホテルの施設からスタートした
ことは説明しましたね。
人の記憶に残るネーミングや顧客ターゲットの設
定、それに合わせたサービスレベル、施設のデザ
インなど普段マーケティングとは気にしていない
事柄が、実は大事なマーケティングだということで
す。
そしてインターナルマーケティングと言われるサー
ビス業必須のマーケティングですが、これが今日
のスパ・ウエルネス業界の最大の課題、如何にし
てスパセラピストを確保し育てるか、彼らのモチ
ベーションを如何に高め維持するかが、インター
ナルマーケティングということです。

NSPAのウェビナーは素人による初の試みでしたので、見苦しいところも多々あったかとは思いますが、今後のウェビナーに
生かしていきます。今後のウェビナーも随時ご案内していきます。
ライブをご覧いただけなかった会員の方にはアーカイブでフルバージョンを、会員以外の方にはダイジェスト版でご覧いた
だけるように準備しています。
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スパマネジメント講座

琉球大学
「スパマネジメント論」

今年のスパマネジメント論はコロナ禍でウェブ授業となりました。
2021年２月６日（土）から８日（月）の３日間、8：30から17：50に90分授業5時限で3日間、計15時限行われます。
岡田理事長をはじめ、NSPA会員の講師計5名と、沖縄県エステティックスパ協同組合の理事、実際のスパの運
営者、沖縄県在住の温泉ソムリエアンバサダーも講師に加わって、多彩な授業が行われました。
今年はウェブ授業でグループワークが行えず、大学内のシステムでのレポート提出になる関係で、大学生60人
で行われました。このコロナ禍で学生60名の参加は過去最高で、スパやウエルネスへの関心の高さがうかがわ
れます。
授業ごとに感想の提出、最終日には「ウィズコロナのスパを考える」をテーマに全員がプレゼンテーションを提
出、学生も提出物が多く大変ではありましたが、内容の濃い授業となりました。
優秀なプレゼンテーションの一部をご紹介します。

林径竹
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スパマネジメント講座

當間佳奈

栗原加奈
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スパマネジメント講座

古橋波那

琉球大学国際地域創造学部ウェルネス研究分野専門科目「スパマネジメント論」日程

2月8日
月曜日

2月6日
土曜日

2月7日
日曜日

16：10-17：50

リモート
Zoom
講義

リモート
Zoom
講義

リモート
Zoom
講義

15 セッション4 withコロナのスパを考える　個人ワーク 
まとめ　提出

月日 時間 講師名（敬称略） 実施場所No. 講義タイトル 講義概要 講師所属・役職等

14：30-16：0014 セッション3 withコロナのスパを考える　個人ワーク

図師理佳スパの事例2 タラソセラピースパの事例 カンナタラソラグーナ支配人
琉球大学ウェルネス研究分野プロジェクトマネージャー

12：50-14：20
奥村香織

13

12

スパの事例１ リゾートホテルスパの事例 ANAインターコンチネンタル石垣リゾートスパアガローザ　支配人

10：20-11：50 平野典男スパのリスクマネジメント ホスピタリティ産業のリスクマネジメント 琉球大学国際地域創造学部　教授

9：00-10：00 山本玲子11 スパのメニュー ヨガ実習
Studio Sweet Lotus代表　全米ヨガアライアンスRYT200
インド政府認定校ヨガ哲学指導者
内閣府認証 日本統合医学協会 メディカルヨガ認定講師

16：10-17：5010 セッション２ withコロナのスパを考える　個人ワーク

14：30-15：15 相馬順子9 世界のスパマーケティング ホテルスパにおける
ファイナンス計画と事業戦略

(株)コンセプトアジア　代表取締役
GWS　ボードメンバー兼2019年サミットCo-Chair

12：50-14：20 浜田幸康8 スパデザイン・環境 スパのデザインと環境設計 P.D.S.アーキテクツ一級建築士事務所　代表取締役

10：20-11：50 丸山智規7 スパ産業の世界的動向 世界市場の分析とビジネスモデル シンクタンク研究員　

8：30-10：00 江渕　敦6 日本のスパ&ウエルネス産業 Withコロナの健康産業 インフォーマ マーケッツ ジャパン(株)　ダイエット＆ビューティー編集長

16：10-17：505 セッション1 withコロナのスパを考える　個人ワーク

15：15-16：00 荒川雅志課題説明 琉球大学国際地域創造学部　教授

14：30-15：15 川島直巳

4

スパのメニュー トリートメントの基本、ハンドトリートメント実習 沖縄県エステティック・スパ協同組合　副理事長
アイランドヒーリング株式会社　代表取締役

12：50-14：20 岡田友悟
宮城左代子3 温泉概論 温泉の基礎知識と沖縄県の温泉 NPO日本スパ振興協会　理事長

温泉ソムリエ　沖縄事務局長

10：20-11：50 荒川雅志2 スパのエビデンス スパのエビデンス、ウェルネスツーリズム 琉球大学国際地域創造学部　教授

8：30-10：00 岡田友悟1 スパ概論 スパの基礎知識と日本のスパ市場 NPO日本スパ振興協会　理事長
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APSWC

APSWC　定期総会とラウンドテーブル

NSPAもメンバーであるAPSWC（アジア・パシフィック・スパ＆ウエルネス連合）の定期総会と恒例
のラウンドテーブルが、2021年3月15日―17日にオンライン会議で開催されました。当初は東京
で開催される予定でしたが、世界的なパンデミックの影響によりバーチャルでの開催となりました。
今回は、オンライン会議ということで内容の簡素化も行われましたが、元々が日本開催でしたので
日本のウエルネス・コンテンツの紹介がされています。

まず、初日のメンバーのみによる総会において、半数の理事の改選があり、これまで務めたNSPA
の理事でもある土橋告が退任し、新たに同じくNSPA理事の高智光（株式会社パシフィック・ホス
ピタリティー・グループ代表取締役社長）がAPSWCの新理事として選任されました。
また、2022年の開催地をベトナムのダナンとし、2023年には日本での温泉研修ツアーを開催する
ことも決定しました。

総会後に引き続き開催されたラウンドテーブルの基調講演で、「文化としてのウエルネス」をテーマ
に後藤康彰氏（一般財団法人日本健康開発財団　研究調査部主席研究員）が日本の温浴文化
と温浴がもたらす免疫力増進のメカニズムを解説しました。この時節柄、参加者達の強い興味を
引いていました。
16日の各国の伝統マッサージ療法のセッションでは、日本側より「指圧」マッサージを高智光氏に
（一般財団法人国際指圧普及財団 理事）ビデオでのデモンストレーションと解説を行ってもらい
ました。
17日には、世界の温浴の紹介の中で、日本の「温泉文化」を石田心氏（一般財団法人日本健康
開発財団 理事長）が、温泉法を含めて具体的に紹介しました。日本の温泉規模や詳細なルール
に参加者は驚いたようです。
本来であれば、ラウンドテーブルの後、箱根に1泊2日の温泉研修ツアーに行く予定でしたが、2023
年の温泉研修ツアー告知の意味も含めて、ビデオでの温浴・温泉紹介をビデオで紹介しました。
江の島アイランドスパによって江の島の紹介を含む日帰り温泉、箱根吟遊による箱根紹介と温泉
旅館の紹介は参加者に強い印象を与えていました。

肝心の今年のラウンドテーブルの議題は、「メンタル・ウェルビーイングの実情」と「サスティナビリ
ティに対するスパ・ウエルネス業界の役割」でした。いつもと違い初のオンラインでのラウンドテーブ
ルでしたのでその要領にまごつくこともありましたが、一応の纏めはできたので
5月前にはホワイトペーパーで発表の予定です。 
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APSWC

心からの感謝を込めて  

APSWCラウンドテーブル2021は当初、日本の東京で開催される予定でしたが、世界的なパン
デミックによりリアルでの開催が不可能となりました。
APSWCとNSPAのディレクターである土橋氏は、最初の計画からその後の方向転換や複数の
議題の変更に至るまで、多大な時間と労力を費やし、何度もアジェンダを変更し、しかも今回の
イベントは、本来の開催国である日本を意識したものとして、このイベントを実行可能なオンライ
ン作品に仕上げたことを特筆しなければなりません。

NSPAメンバーが提供したプロモーションビデオがイベントの雰囲気を盛り上げ、スピーカーのラ
インナップには、業界で高く評価されている後藤康彰氏、石田真氏、高智光氏の貴重で洞察に
満ちたプレゼンテーションが散りばめられていました。  

高氏は、ラウンドテーブルの直前に開催されたAPSWCの年次総会で土橋氏の後任として理事
に選出されました。 
APSWCは現在、日本政府観光局（JNTO）の協力を得て、2023年に日本でAPSWCラウンド
テーブルを開催することを計画しています。 最終的な開催地の選定は、高氏を中心に検討し
2021年度第4四半期に発表を予定しております。

ラウンドテーブル終了後にAPSWC会長のアンドリューよりNSPA宛に感謝状を受け取りました。
以下、翻訳文です。



スパ施設   株式会社飯田産業（江の島ホテル トリートメントスパ弁天スパ） http://www.enospa.jp

    株式会社ＯＭＧホールディングス    http://omg-holdings.co.jp

    べにや無何有「円庭施術院」    http://www.mukayu.com

    株式会社ランドアンドヒューマン    http://www.natural-reflex.co.jp

 

スパオペレーション  EGAO株式会社      https://www.egao.website

    株式会社クレドインターナショナル    http://www.cred-in.com

    株式会社サンリツ      http://www.montsaintmichel.jp

    株式会社パシフィック・ホスピタリティ・グループ  https://phg-spa.com

    有限会社パナ・ン      http://pana-n.jp

    株式会社リバース東京     http://www.rebirth-tokyo.co.jp/rebirth/

 

学校・教育機関  学校法人古武学園　高津理容美容専門学校  http://www.kozu.ac.jp

    学校法人滋慶学園　札幌ベルエポック美容専門学校 http://www.sapporo.belle.ac.jp

 

化粧品等メーカー  クラシエホームプロダクツ販売株式会社   http://www.kracie.co.jp

    スタービューティー株式会社     http://www.starbeauty.co.jp

    株式会社ポーラ      http://www.pola.co.jp

 

スパ関連用品メーカー 貝印カミソリ株式会社     http://www.kai-group.com

    株式会社コネクト      http://www.enherb.jp

    シック・ジャパン株式会社     https://www.schick-jp.com

    タカラベルモント株式会社     http://www.takarabelmont.co.jp

    滝川株式会社      http://www.takigawa.co.jp

    株式会社日祥商会      http://www.nissho-s.co.jp

    株式会社ヘルスビューティー     http://cosme-com.com

    ライブラナチュテラピー株式会社    http://www.libra-kobe.co.jp

 

スパ設計・設備・施工  株式会社アクアエンタープライズ    http://www.aquaenterprise.co.jp

    テクノ・オーシャン株式会社     https://techno-ocean.co.jp

    株式会社トリリオン      http://www.trillion.jp

    株式会社メトス      http://metos.co.jp

 

コンサルティング  サンヨーインターナショナル     http://www.hotelmarketing-jp.com　

    株式会社ネスパ      http://nespa.com

    株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズ  http://www.augustya.co.jp

 

その他    沖縄県エステティック・スパ協同組合   https://okispa.com

    一般社団法人健康百寿協会    http://life-extension-association.org

    一般社団法人日本化粧品検定協会   http://cosme-ken.org

    一般財団法人国際指圧普及財団    http://shiatsu-foundation.org

    税理士法人依田会計     http://www.yodacpa.co.jp
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