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健康も、理想のライフスタイルの実現も、
ホリスティックに考えることが大切です。
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私は、幼い頃から、おやつに生のピーマンを食べたり、逆立ちでテレビを見るなど、

かなり “健康意識高い系” の「健康オタク」でした。

それにも関わらず、心身のバランスを崩すことがあり、

小学校５年生の時に鋭い腹痛に襲われ救急車で運ばれた際には、自律神経失調症と診断されました。

食事にも、生活習慣にも、十分に気をつけているのに、ずっと健康でいられないのはなんでだろう？

その謎が解けたのは、海外でインターナショナルスクールでの保健体育の授業でのこと。

と教わり、衝撃を受けました。

もう十分頑張っているけど、満足とは言えない。いろいろやっているのに、違和感や疲労感を感じている。

このようなことが起きるのは、

自分自身や人生全体をホリスティック（包括的・多角的）に捉えていない からかもしれません。 

「健康は身体の健康だけではない。思考、心、社会とのつながり・・・生活を構成する

すベての要素において、『健康』という観点から考えることが大切」



24 歳の時に母が突然他界し、ショックのあまり朝起きることも

やっとの日々を過ごします。お腹の調子はずっと優れないし、

顔もくすんで肌も荒れ気味。

冷えやニキビも気になるし、なんだかずっと身体がだる重い・・・

心身ともに、元気とは言えない状態になっただけでなく、

「頑張り屋さん」が一番の取り柄だったはずなのに、何も頑張れなくなりました。

そして、その時気づいたのです。

自分の内面から整えて、本当に自分に合ったライフスタイルで自分の魅力を最大限に開花していく。

私と一緒に、あなたが一番輝く「自分にやさしいがんばり方」を見つけませんか？

広い視野で自分自身やライフスタイルを捉えるだけでなく、
「自分にやさしいがんばり方」でないと、本当の健康も幸せも叶わない！

「自分に優しくがんばる」と人生が好転する

「自分にやさしくがんばる」とは、夢も目標も、がんばることもそのままに、
「自分いじめ」を卒業して、自分の一番の親友になること。
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健康の不安・ライフスタイルの不満から解放され
「自分にやさしくがんばる私」に変わるためのヘルスコーチングプログラム

ウェルネスの専門家
としての知識と実績
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自分を知って
内面を整える

健康と
ライフスタイルの
基礎知識を学ぶ

唯一無二の
生き方を
実践する

今のあなたと理想や願望、
目標を明確にし、

心を整える方法を習得する

包括的な健康の基礎知識を学び、
広い視野から人生を見つめ直す

自分に合うやり方を選択し、
自分が一番輝く

ライフスタイルを実現する

Phase1 Phase2 Phase3
３つのフェーズに沿って、着実に進む。

ホリスティックヘルス実践講座 概要
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ホリスティックヘルス実践講座 こんな方へ向けて

for you・気持ちを落ち着かせて、前向きになりたい方

・もっと活躍したいけれど忙しなくなりたくない方

・心身ともに軽やかに、エネルギーに溢れたい方

・安心して食事を楽しめるようになりたい方

・自分自身の強みや魅力を知って、進む道を明確にしたい方

・自然体で堂々と生きていきたい方

・新しい自分に出逢って、ネクストステージに進みたい方

・自分を活かした仕事をしたい方

・規則正しい生活ができるようになりたい方

・自信と安心感を感じながら前進したい方

・安定感を持って余裕のある暮らしがしたい方

・自分に合った続けられる健康法を見つけたい方

・一から人生整え直したい方
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健康の不安・ライフスタイルの不満から解放され
「自分にやさしくがんばる私」に変わるためのヘルスコーチングプログラム

ホリスティックヘルス実践講座
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自分を知って
内面を整える

健康と
ライフスタイルの
基礎知識を学ぶ

唯一無二の
生き方を
実践する

今のあなたと理想や願望、
目標を明確にし、

心を整える方法を習得する

包括的な健康の基礎知識を学び、
広い視野から人生を見つめ直す

自分に合うやり方を選択し、
自分が一番輝く

ライフスタイルを実現する

Phase1 Phase2 Phase3
３つのフェーズに沿って、着実に進む。

概要

06



©2020 Maison Coco

自分を知って
内面を整える

Phase1

※内容は多少変更する可能性があります。 ※イメージ写真

ホリスティックヘルス実践講座 詳細
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・ヘルスヒストリー
・ライフスタイル診断（サークルオブライフ）
・目標設定
・メンタルヘルスについて
・恐怖心の乗り越えかた
・ビジョンボード　
・アーユルヴェーダの体質診断　ほか
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・ストレスを溜めないライフスタイルの築き方
・楽しく続けられる運動の見つけ方
・住環境のデトックス
・生活習慣病・現代病・心の病気について
・女性特有の病状・健康管理法
・地球環境の変化と健康への影響　ほか

健康と
ライフスタイルの
基礎知識を学ぶ

Phase2

ホリスティックヘルス実践講座 詳細

※イメージ写真
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※内容は多少変更する可能性があります。



©2020 Maison Coco

唯一無二の
生き方を
実践する

ホリスティックヘルス実践講座 詳細
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・意志設定の方法
・一流のタイムライン作成
・自分自身を信頼できるパートナーにする
・未来予想図を描く
・マインドフルイーティング
・好きなことをする vs やっていることを
　好きになる　ほか

Phase3

※イメージ写真※内容は多少変更する可能性があります。



ウェルネスの専門家としての知識と実績

柔軟な視野とグローバルなマインド

6 カ国以上に在住／多国籍な環境で育ち５０ヵ国以上を旅して得た

ホリスティックヘルスコーチ・ヨガ講師・健康管理士として培ってきた

ダンス・歌・芝居の勉強と舞台経験／司会やラジオパーソナリティとして得た

自己表現のスキルとクリエイティブな感性
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私らしさに出逢う旅

学校講義

農家・生産者さまの取材

イベント・ワークショップ

企画研修

ラジオ番組出演

ヨガウェアブランドアンバサダー

ホリスティックな食のご紹介

■ヨガ講師／ホリスティックヘルスコーチ／健康管理士　■Maison Coco 主宰　

総合商社の財務部で貿易関係業務を経験後、演劇学校で芝居を学んだことをきっかけに、
心身の繋がりや健康に興味を持つ。その後ロンドンにてヨガインストラクター、
NY 発祥のホリスティックヘルスコーチの資格を取得。
6 カ国に在住経験があり、英語と中国語に堪能。
２０１９年１０月までの２年間は、車で生活しながら世界一周し、
５０カ国以上を訪問した。ウェルネスを軸に日本と世界を繋ぐ活動をライフワークとし、
今年「旅 x ウェルネス」をテーマにした書籍を出版予定。

家族や友人と美味しい食事を囲むこと、ヨガや瞑想、自然や芸術に振れる時間を
大切にし、愛犬わさびと愛猫おもちが最高の癒し。最近家庭菜園をはじめ、
野菜やハーブを育てることを楽しんでいる。

あなたと伴走し、前進をサポートするコーチ Coco
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ホリスティックヘルス実践講座 各コースについて

選べる２つのコース

STANDARD
スタンダードコース

PREMIUM
プレミアムコース

仲間と切磋琢磨しながら
学びを深めていきたい方

無制限個別サポート！
最速・最大の変化を生みたい方
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ホリスティックヘルス実践講座 各コースについて
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STANDARD
スタンダードコース

PREMIUM
プレミアムコース

動画プログラム全 10 講

受講者限定 Facebook グループ参加

初回カウンセリング

グループコーチング

個別チャット相談無制限

個別コーチング無制限

2 コース
共通

プレミアム
コース
限定！



※内容は変更する可能性があります。

◆所要時間
ワークや休憩を含め
約 2 ～ 3 時間の予定。

◆日程
毎週土曜日、午前中に開催予定。
参加不可の場合には、24h以内に
録画したものをシェア致します。

包括的に満たされる生き方を始めよう第 1 講

第 2 講

第 3 講

内面を見つめ、理解を深め、磨く

自分に合った健やかなライフスタイルとは？

制約を超えて、理想を自由に思い描く力をつける第 4 講

第 5 講

第 6 講

キャリア・ファイナンスを整え、生活の基盤を安定させる

生命力を高める健康の基礎知識を学ぶ

自分が持って生まれた魅力を開花する第 7 講

第 8 講

第 9 講

食生活を底上げする情報を味方につける

自信を持って食生活を送るための応用知識を知る

自分を信じて未来を切り開くスキルを身につける第 10 講

動画プログラム
全 10 講

全コース共通

以降は、録画されたものを配信

2020 年 1 月中
お申込み特典

全 10 講
リアルタイム講義！
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ホリスティックヘルス実践講座 < 詳細１> 半永久的
に

利用可能

スタンダードコース プレミアムコース
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受講者限定
Facebook グループ参加

初回カウンセリング

グループコーチング

一人でコツコツやることも大切ですが、自分自身と向き合うのは時に孤独な作業。
励まし合える仲間の存在が、大きな助けとなり、あなたの変化を支えてくれます。
講座受講終了後も半永久的に参加可能。
受講者のやり取りから刺激をもらうこともできます。

オリエンテーションを兼ねて、お答え頂くアンケートを基に、どのような点を
意識して学び進めると良いか、講座スタート前に個別アドバイスさせて頂きます。

講座を学び進める中で出てきた疑問点や新たな課題を、

コーチである Coco に直接ご質問頂けます。ZOOM を使用して開催され、
他の方の質問と回答内容も聞けるため、自分とは違う着眼点から気づきを得るなど、

学びを加速させることができます。

約 45 分

月２回　各 1 時間

©2020 Maison Coco

ホリスティックヘルス実践講座 < 詳細 2> スタンダードコース プレミアムコース
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ホリスティックヘルス実践講座 < 詳細 3> プレミアムコース

チャットワークというツールを使用して、

期間中何度でも個別にご質問・ご相談いただけます。
ワークを行う中で出てきた疑問点など、お気軽にご相談ください。

講座受講期間中は、1 回 45 分の個別コーチングを

何度でもご予約頂くことができます。
グループ内やチャットでは話しづらいことなど、あなたの状況を
より深く理解し、進捗に合わせて最適なアドバイスをさせて頂きます。
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個別チャット相談無制限

個別コーチング無制限

要予約・目安 12 回1 回 45 分



ホリスティックヘルス実践講座 < 詳細 / まとめ >
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STANDARD
スタンダードコース

PREMIUM
プレミアムコース

動画プログラム全 10 講

受講者限定 Facebook グループ参加

初回カウンセリング

グループコーチング

個別チャット相談無制限

個別コーチング無制限

2 コース
共通

プレミアム
コース
限定！

Maison Coco 存続中

半永久的に
利用可能

講座開始日から

6カ月間
有効



ホリスティックヘルス／
ヨガ／健康管理士の

知識と経験を
集約した内容

食・運動・暮らし
そのすべてが

整う

その場しのぎでない
一生モノの知識が

身に付く！

国内外の最新の
ウェルネス情報

が手に入る

実践講座生限定！
半永久的に

利用可能な学習サイト

仲間と切磋琢磨
できる環境

即実践できる内容。
だから、身に付く！

ホリスティックヘルス
実践講座

7つの特徴

7

1

2

3

45

6
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お客様のお声

10 年以上摂食障害に苦しみ、満足できない体型や体調。食事には気を遣わず、

運動もせず、自分に対する自信や尊敬がゼロで、

仕事やライフスタイルに不満な状態だったが・・・

自分の心と身体をセットに労ることができるようになり、見事摂食障害を克服！

心に余裕ができ、自分に優しくなれ、夢中になれることや幸せな環境が発見できた。

深堀する中で、英語を喋っていることがとても好きだということが分かり、

TOEIC975 点を獲得！

今では英語講師として仕事を楽しみながら、

健康的な食事を作ることが趣味に。「とても、心身ともに平和です」。

©2020 Maison Coco

・ホリスティックヘルスコーチング
　6 ヶ月プログラム
・イベント参加（複数回）

英語講師　Asuka 様
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お客様のお声

もう人生嫌だ！と思うくらい悩み苦しみ、甘いものを食べて太り、

自己嫌悪に陥る毎日。歳を重ねることに恐怖心を抱きながら、

どうにかしなきゃと頑張っては疲れてヘトヘトになっていたが・・・

第一志望への転職、毎年落ち込むことを恐れていた冬が好きになる、

楽しく食事できるようになる、理想の彼と同棲する、長年の夢だったペットを飼う

などの様々な夢や目標を達成し、15 年来の友達にも「考え方が前向きでポジティ

ブで、不安が見えない。変わった！」と言われるほどに。

自分にとっての幸せやより良い生き方ををクリアにできたことで

「どんな経験も無駄なことはない」と、これまでの人生を肯定できるようにもなった。
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・ホリスティックヘルスコーチング
　（不定期・複数回）
・イベント・ワークショップ参加

会社員　Mika 様
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お客様のお声

コロナで大きな不安を感じるようになり、眠れない日々が続いていたが・・・

セッションを受けてからぐっすり眠れるようになり、

1 週間で前向きな気持ちに！新しいことを学ぶ喜びや、

なりたい自分を明確にすると前向きな気持ちになれるという気づきを得た上に、

自分の幸せに繋がる要素を生活に増やすことができた。

 「コロナの状況の中で、助けていただいただけでなく、未来を生きる勇気もいただ
いたのですから、どんなに感謝してもしきれません！」

©2020 Maison Coco

・ホリスティックヘルスコーチング
　Mind Beauty Course（1 ヶ月）
・Stay Home ヨガプログラム
　（1 週間）

Tomoko 様
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お客様のお声

出産後体型がなかなか戻らないこと、頻回の授乳と睡眠不足で蓄積していく

疲労感をどうにかしたいけど、なかなか相談する先もわからない時に

ホリスティックヘルスと出逢い・・・

等身大で、少しずつできることから始められることがとても良く、
アドバイスだけでなく、たくさん励ましてもらったことに救われた。

最終的には、自分のことを自分で認められることで、

「頑張り続けなければいけない」という自分を解き放てるように！

「一度受けて終わりではなく、その時から、自分自身がいつでも自分の味方であり続け

ること、食事も自分に合ったものを自分に合った量で食べること、

仕事も子育ても人に助けを求めながら頑張りすぎないことを意識づけて

少し楽に生きられるようになった。

「今は二人目も家族に迎え入れることができ、

自分なりのペースで歩んでいくことを大切にしています。」
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・ホリスティックヘルスコーチング
・ヨガレッスン
　（複数回）

Yuiko 様　
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お客様のお声

10 年以上に渡って躁鬱病に苦しみ、
多量の薬を服用していた自分を変えたい！と決意。

健康になる方法は一つではないことを学び、

自分に合った方法を見つけることができ、

レッスン後もセルフケアを続けることができた。

ワークを通して自分自身と向き合ったことで、

身近にいた彼の素晴らしさに気づくことができ、

晴れて結婚。卒薬にも成功！

「この 1 年が劇的に変化して、いいことづくし！」

©2020 Maison Coco

・トータルウェルネスツアー
　「わたしらしさに出逢う旅」
　（3 泊 5 日 @ リッツ・カールトンバリ）
・ヨガレッスン・イベント参加（複数回）

Saori 様　
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お客様のお声

初めての育児と育児休暇によって子供と二人きりで過ごす日々に、

「このままでいいのかな」「どうして私は育児ばかりで、みんなと違う生活を

送っているんだろう」と不安が募り塞ぎ込むようになり、

一番の味方だった夫との関係性が悪化。体調不良にも悩んでいた。

他人と比べて落ち込んでばかりの自分に嫌気がさし、

藁にもすがる思いでホリスティックヘルスコーチングを始めたところ・・・

夫との関係性や、便秘などの体調不良がすぐに改善！

スタート当初掲げていた目標も全て達成し、4 年経った今も

「日々幸せなんですよね、今のこの生活は・・・

自分が思い描いていた理想の生活というのは、今のこの状態」と言い、

仕事・育児・家事すべてに前向きに取り組んでいる。
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・ホリスティックヘルスコーチング
　6 ヶ月プログラム

・単発セッション・ヨガレッスン・
　イベント参加

教育関係　Yoshimi 様



・ポジティブ志向で前向きに

・「安心」や「信頼」を外側に求めるのではなく、自分自身の中に見い出すことができる

・自分らしく健康的に過ごす具体的な方法を知ることができる

・心や身体の状態が揺らぐときに、どのようにケアすれば良いか分かる

・新しい人に出逢ったり、新しいことに挑戦したり、新たな環境に身を置くために必要な元気や勇気が湧いてくる

・自分に合った食事や運動の仕方を知ることができる

・食事や料理に対するネガティブイメージがなくなり、楽しい食生活を送ることができる

・自分自身が本当にやりたいことを見つけたり、自分の素質が活きる働き方が分かるようになる

・心の持ちようや在り方を学んで、困難な時でも余裕を持って向き合うことができる

・自分に合った生き方や健康法を見つけられて、無理なく続けていくことができる

・コアが定まり自分の望む未来が明確になり、行動が加速する

・自分自身が本来持って生まれた素晴らしさや美しさに気づくことができる

・自分にも人にも、優しい気持ちを持つことができる

ホリスティックヘルス実践講座で学び、実践いただくと。

 your futu
re
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□ 2020 年 1 月 30 日開講

□ 開講期間　６ヶ月

□ 毎週土曜日の AM を基本として、講座やワークショップを開催予定。
　　( リアルタイム参加が難しい場合は、収録動画を２４h 以内にシェア )

ホリスティックヘルス実践講座 < 日程 >
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出産後体型がなかなか戻らないこと、頻回の授乳と睡眠不足で蓄積していく

疲労感をどうにかしたいけど、なかなか相談する先もわからない時に

ホリスティックヘルスと出逢い・・・

等身大で、少しずつできることから始められることがとても良く、
アドバイスだけでなく、たくさん励ましてもらったことに救われた。

最終的には、自分のことを自分で認められることで、

「頑張り続けなければいけない」という自分を解き放てるように！

「一度受けて終わりではなく、その時から、自分自身がいつでも自分の味方であり続け

ること、食事も自分に合ったものを自分に合った量で食べること、

仕事も子育ても人に助けを求めながら頑張りすぎないことを意識づけて

少し楽に生きられるようになった。

「今は二人目も家族に迎え入れることができ、

自分なりのペースで歩んでいくことを大切にしています。」

©2020 Maison Coco

長い間、自分のことを好きになりきれない葛藤や心身の不調と戦ってきました。

そんな私は、20 代半ばに大きな転機を迎え、

ヨガやホリスティックヘルスの叡智を少しずつ毎日の中に取り入れていったことで、

心身とライフスタイルがどんどん変化していきました。

そして、夫と愛犬とともに２年間かけて車で世界一周の旅に出た経験も、

さらに自由に、自分らしく生きることを教えてくれました。

変化が激しいストレス社会に生きる現代人の多くは、

きっと私が以前感じていたような生き辛さを抱えているはず。

一人でも多くの人が「私として生まれた喜び」を感じながら、

心身ともに心地よい毎日を実現できたらという想いからこの講座が生まれました。

この情報溢れるネット社会で見つけて下さったのは、

あなたは心のどこかで、もっともっと自分を輝かせる生き方ができることを

すでに知っているから、そのタイミングが来たからだと私は信じてやみません。

 

同じ時代を生きる同士としてエールを送るような気持ちで創ったこの講座が、

あなたに安らぎと健やかさをもたらしますように。

あなたの人生をますます豊かにするサポートできたら幸せです。

ホリスティックヘルスコーチ　栗原 加奈子（Coco）


