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別表２ 

 

 

 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年１２月１日か

ら令和４年１月７日まで

の間 

（別添写し１、別添写し

２、別添写し５） 

自社ウェブサ

イト 

・「これが、薬を使わず認知症を改善させた脳のリハビ

リの方法です」 

・「認知症の脳は、神経伝達が最後まで届かず、途中で

行き詰まってエラーが起きています。脳のリハビリに

より神経細胞が迂回経路を作ることで、神経伝達が最

後まで届くようになります。これは脳梗塞で体にマヒ

が出た人が、病院のリハビリで回復するのと同じ原理

です。また、回復する可能性があっても適切なリハビ

リがないと、機能は停止したまま更に悪化します。認

知症専門リハビリＬＡＰＲＥでは、そんな脳のリハビ

リを受けることができます！」 

・「全国の医療従事者、介護関係者に認められている

「認知症専門リハビリ」で「認知症は悪化する一方だ」

と諦めていたあなたのご家族の認知症症状を改善さ

せていきます。」 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年１２月１日か

ら令和４年１月７日まで

の間 

（別添写し３、別添写し

４、別添写し５、別添写し

６） 

自社ウェブサ

イト 

・「改善実績日本一」 

・「認知症専門リハビリ専門ＬＡＰＲＥは日本で唯一、

改善実績のあるリハビリ施設です。」 

・「認知症専門リハビリＬＡＰＲＥは、全国で圧倒的な

実績を誇る唯一の「認知症専門」リハビリ施設です。

「もう親の認知症は悪くなる一方だ」と諦めていた方

の認知症症状を改善させてきた実績があります。」 

・「あなたには３つの道があります 本気で辛い症状

を改善したいあなたはどの道を選びますか？ ３つ

目は、リハビリのプロとしての証である国家資格を持

ち、日本全国の医療従事者から支持され、あなたが悩

む症状に真正面から向き合う、日本で唯一の″認知症

専門リハビリＬＡＰＲＥ″に来院し、家族の喜びと希

望の人生を手に入れる道。」 



 

別表３ 

 

別表４ 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年１２月１日か

ら令和４年１月７日まで

の間 

（別添写し７） 

自社ウェブサ

イト 

・「当院は様々なメディアに取り上げられております」 

・雑誌の表紙の写真及び雑誌の掲載記事とともに「全

国発行雑誌「からだにいいこと」に日本で唯一、認知

症の改善実績のある「脳のリハビリ」として掲載され

ました！」 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年１２月１日か

ら令和４年１月７日まで

の間 

（別添写し８） 

自社ウェブサ

イト 

・「事実、認知症専門リハビリを受けたご家族様はこの

ような結果を手に入れております・・・」 

・「当院のリハビリで改善されたお客様の喜びの声」 

                         

・「ほんと来て良かったので 是非、是非、オススメし

たいです！ 朴栄子さん（大阪府豊中市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 症状が一気に進んで、この速さで進んだ

らこれからどうなるんやろ…どんどん出来ないこと

が増えて、私一人でカバーできるか不安でした。」、 

「Ｑ その症状に対し、今までどういった事をされて

きましたか？ 筋力が衰えないことや、脳トレみたい

なものを自分で考えて試してきました。認知症専門医

の先生に診てもらって、アリセプトを飲んでいまし

た。」、 

「Ｑ その結果はどうでしたか？ アリアセプトを

飲み始めた時は、少し良いと思ったんですが、あとは

飲んでも飲まなくても同じ感じでした。薬を飲み忘れ

てもたいして変化もないので、困っているところにＬ

ＡＰＲＥを知りました。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

まず先生に受け止めてもらえることで私が安心しま

した。「良いですね。そうですね」と先生が母と接して

いる姿を見て、すごく私が安心できました。あんな風

に接すれば良いんだなって思えたのと、ここに頼って

来れて安心だなって思いました。」、 

「Ｑ 通われてから症状は良くなってますか？ は

い、そうですね。１人でできることも増えて、会話も

スムーズにできるようになっています。笑顔が増えて

シャレを言うようになったり。本来明るい母なんです



 

けど、明るさが戻ってきたのが嬉しいですね。周りか

ら、表情がよくなったって言われます。」、 

「Ｑ 同じ認知症でお悩みの方に向けて、メッセージ

をお願いします。 私もそうだったので、悩んでる方

は是非１ヶ月、できたら３ヶ月試してみてください。

３ヶ月目であれ？と言うのが出てきてグンと良くな

って、ほんとに激変！尿漏れも激減して、パーキンソ

ン症状も誰がみても「お！歩き方良くなってる！」っ

てみんなに言われて、一緒にお散歩するのも楽しくな

って、もうほんと来て良かったので是非、是非、オス

スメしたいです。」 

                         

・「夜が明けた気持ちです！本当に！諦めないで受け

て欲しい！ 三苫優子さん（大分県日田市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 主人が認知症なんですが実際、私は病院

で４５年も看護師をしてまして、病院でもたくさんの

認知症の方がおられ、たいていが薬を飲んで進行を遅

らせる。私は「良くなる」ってのが、この世界でまだ

聞いたことがなかったので、リハビリが出来るんだ！

と知ってビックリしました。え、どんなんだろう？っ

て思って来ました。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

まず一番良いのは、明るくなった！顔の表情が全然違

って、また水を飲まない主人がお話ししてる間に水も

飲めてました。歩行状態も良くなって、明るく帰った

からビックリしたんですよ！え～！これぐらい良く

なるんだったら、みんなに知ってほしい！本当にそう

思って。医療関係の人にも知ってほしいし、今認知症

で苦しんでるご家族の方は知ってほしいと思って。そ

のお手伝いができたらと思ってます。夜が空けた気持

ちです。」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来るか迷ってる方に一言お願い

します。 本当に諦めないで！！！病院の薬に頼らな

いで、受けて欲しいと思います。」 

                         

・「スタッフが本気だと感じて相談できた！ 寺川さ

つきさん（大阪府豊中市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 私の仕事の都合で、母は昼間１人なんで

すね。短期記憶が段々と衰えてきたので、昼間１人で



 

いるのが難しいかな？という状態でした。今後どうし

ていくか悩んで、良い病院がないかなってネットで調

べてたらＬＡＰＲＥを見つけました。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

何よりも私の気持ちがすごく軽くなった、というのが

正直なところです。スタッフの皆さんに感じたのは

「この人達、本気なんや！」って思って、じゃあ良く

なるかもと感じました。何より私１人じゃないんだ

な、というのは一番大きかったです。相談できる人が

いる、ということが気持ちが楽になりましたし、テス

トの点数も上がってたので効果があるんだな、もう少

し続けてみようって前向きな気持ちになれました。」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来るか迷ってる方に一言お願い

します。 １人で悩むというのが１番辛いことですよ

ね。ネットでいろんな方法を言われてるけど、トレー

ニングとか食事とか、やったらいいなと思うけど、私

１人だけでは続かない。やっぱり、ここに来たら宿題

もやらないといけないし、食事も見られてるし、だか

ら続けられるのがすごく大きい。自分達だけではでき

ないと思います。もし、どうしようか迷ってるなら「ま

ず始めてみる」というところだと思います。」 

                         

・「不安とか焦りが徐々に喜び・希望に心が変わってい

った！ 高橋正樹さん」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 母が認知症で、薬の影響も出てました。

改善するなら藁をもすがる思いで、とりあえず受けて

みようと思いました。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

施術を受けたその日なんですが、便意があったんです

よ！というのも母は便秘が、かなり強くて８日間も出

ないとかあって、薬で下剤を試しても出ない。それが

日常だったんです。そしたら、受けた日に排便があっ

て、ビックリしました。それと母の歩行は小刻みだっ

たのが、帰りに寄ったコンビニで歩幅が大きくて、ど

うしたんや！って効果を目の当たりにしたと言うか、

「驚き」でした。」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来るか迷ってる方に一言お願い

します。 私も最初は認知症の母のことで不安とか焦

りとか、どうしていいか分からない感じで日々、過ご

してました。でも改善というか、日頃できなかったこ



 

とが少しずつ出来るのを目の当たりにして、不安とか

焦りが徐々に喜び・希望に心が変わっていったのでキ

ッカケって大事だなと思いました。目の当たりにする

と確信が出てくるので、是非！一歩を踏み出す感じ

で、経験してみてはいかがでしょうか？」 

                         

・「支える人が大事だよ！ 石垣貴子さん（兵庫県神戸

市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 主人の様子がこれから、どうなるんだろ

う？大丈夫かな？そんな思いでした。物忘れは去年か

ら出てて、同じことを何度も言うたり、特に一番聞か

れたのは日にちでした。毎日、今の今、言ったじゃな

い！と言って一緒にカレンダー見て「うん、○日か」

と確認します。そしてすぐ、「今日何日やったかな？」

そういう感じで、本当に日にちを熱心に聞いて大変で

した。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

（リハビリは）楽しくしてて、家でも宿題を言うと喜

んで机に向かってくれたり、意欲的に楽しくやってま

したね。」、 

「Ｑ 通われてから症状は良くなってますか？ 主

人が良い方向に変わってきたので、あ～本当に良かっ

た！って思いましたね。」、 

「Ｑ 同じ認知症でお悩みの方に向けて、メッセージ

をお願いします。 大変だと思います。本当に。主人

はここに来て今、元気になってるからね。認知症だっ

た母をずっと観ていた時です。他の人から「お母さん

大事にね」と言われると、ありがとうと言葉は返すん

ですけど、ある友達が「お母さんもだけど石垣さん、

あなたが！元気でおらな！アカンのよ！」って言って

くれました。この人よくわかってくれてるな。と感じ

ました。だから、私も主人や母とか一生懸命観てる人

に対して、観てる人が大事だよ！と言ってあげたいで

す。支える人、その人をやっぱり大事にしてあげたい。

先生の所でリハビリを受けたら、段々と良くなって来

たな～っていうのは実感してます。本当に。え～って

ビックリするような変化も、実際にありましたから本

当に。まずは先生を信頼して、リハビリをしてもらっ

てると、本人の脳が蘇るというか勢い（自発性）が出

て来て、本人の身体も（全体的に）勢いが出てきたと



 

思いました。リハビリによってカッカッカ！と脳が活

性化したせいか、元気が出て来てるな～と思います。

ありがとうございました。」、 

「Ｑ 当院へ来られて生活の変化は？ 身体が段々

と良くなって、自分で動けるようになってから、頭の

方も色々、理解が出来てるかな。と感じるようになり

ました。」、 

「Ｑ 実際に家で家事の手伝いが増えましたか？ 

あ！それは本当に！何かすることないかな？って今

まで、そんなこと無かったのに言うようになりまし

た。今までは、自分のことを熱心にやってただけでし

た。変化が少しずつ出て来ました。」 

                         

・「用事を自分から言ってもらえるようになりまし

た！ 横部哲穂さん（大阪府豊中市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 約束があった時に、私が用事をして忘れ

かけてたら、時間過ぎてもそのまんま。そんなんだっ

たんですよ。でも今は、明日が木曜日だからここに行

かなアカン。というのが自分から言ってもらえるよう

になりました お陰様で本当に良かったです。先生あ

りがとうございます。」、 

「Ｑ 通われてから症状は良くなってますか？ 起

きた時に、あ！今日はラプレ行かなアカン日。あ！今

日はグランドゴルフ行く日。そんなんがポッと出てく

るようになりました。」、 

「Ｑ 当院へ来られて生活の変化は？ 先週かその

前くらいから、ちょっと良くなってたけど、もう少し、

良くなってます！」 

                         

・「騙されたと思って！一緒にやりましょ！ 石垣良

治さん（兵庫県神戸市）」、 

「Ｑ ＬＡＰＲＥに来られるまでどんな悩みがあり

ましたか？ 年末から認知が入って来たみたいで、正

直何をどうしたらいいのか、全然わからなくて周りに

聞いたら「今、良い薬があるから早く病院に行かなア

カンで」と言われるんですが、私の父親が中々病院に

行かない人なので悩んでる間に、脳出血で入院して、

退院できたけど（認知症に関して）さて、どうしよう

か？という状態でした。」、 

「Ｑ その症状に対し、今までどういった事をされて



 

きましたか？ 実際、特にはなかったです。何をどう

して良いのかわからないまま日にちが経っていく。水

関係は大事とは思ってました。あと血圧が高いので、

下げるために血液サラサラの玉ねぎ？と考えていた

程度で、具体的にはなかったですね。」、 

「Ｑ 実際、ＬＡＰＲＥに来られてみてどうですか？ 

あれ？何か前と違う！そういえば前とここが少し違

う！というような変化がありました。ここを覚えてい

るとか。この先の道に行けば道が続いているとか。Ｌ

ＡＰＲＥに来るまでの道順も、今までは毎回が初めて

通る道だったのが、この道こう行ったら○○に出るよ

ね。そんな言葉が出て来るようになったので、ちゃん

と覚えてるやん！少し前のことを思い出すことが多

い、今までそんなことなかったので、その頻度が増え

てきました。」、 

「Ｑ 同じ認知症でお悩みの方に向けて、メッセージ

をお願いします。 とりあえず３ヶ月は騙されたと思

って、やってみてほしい！１ヶ月、２ヶ月で、効果が

出る人もいるけれど３ヶ月経ったところで、そういえ

ば！変わってる！みたいになると思います。あと、治

療院に来て先生お任せね。では効果は薄いのかなと。

家族とみんなで一致団結！寄って集って、コミュニケ

ーションを増やすことも重要だなと。家族が先生と協

力することが必要だと感じます。」 

                         

・「妻から本当に良かったねと言ってもらえます。 村

上建一さん（大阪府吹田市）」、 

「Ｑ 当院でリハビリを受けた感想をお願いします。 

以前、こちらの健康教室にお邪魔させていただいたよ

うですが、その記憶が全くなく、それを心配した妻の

勧めで、こちらにお世話になることにしました。通っ

て３ヶ月経ちますが家でぼーっと過ごすこともなく

なり、以前はよく作っていた料理も再開しました。妻

からは「最近のことや人の名前もよく覚えているね」

と言ってもらい、思い切って通うことにして良かった

と思っています。」 

                         

・「お風呂を空炊きや鍋を焦がすこともなくなりまし

た。 古浦さなえさん（大阪府吹田市）」、 

「Ｑ 当院でリハビリを受けた感想をお願いします。 

一人暮らしということと、母が認知症だったこともあ



 

 

 

 

り、自分のもの忘れには敏感でした。ＬＡＰＲＥさん

は親身になって、私に合わせた認知症対策を行ってく

ださいます。持病のため足のお悩みやむくみもありま

したが、整体も行って下さるため、体全体の辛さが軽

快しています。少しでも迷いがある方はまず一度来院

することをお勧めします。」 

                         

・「孫の誕生日を忘れずにプレゼントを買ってあげる

ことができました。 笹川幹子さん（大阪府吹田市）」、

「Ｑ 当院でリハビリを受けた感想をお願いします。 

毎日、唱えていたお経の続きがわからなくなることが

度々あり、自分でもおかしいなという感じはありまし

た。また、孫の誕生日がいつかわからなくなったりす

ることもありましたがここに通い始めてからはお経

を忘れることもなくなりましたし、先日の孫の誕生日

には無事プレゼントを渡すことができました。以前の

不安が嘘のようです。」 

                         

・「物忘れが減り、このまま一人暮らしを続けれそうで

す。 小倉敏子さん（大阪府吹田市）」、 

「Ｑ 当院でリハビリを受けた感想をお願いします。 

物忘れが多くなり、しばらくは一人暮らしさせておく

のがすごく心配と言われていました。そんな時、友達

からラプレさんを教えてもらいました。通っていると

物忘れが減っていき、頭が冴えてきた様な気がしま

す。娘からは心配が減ったと言われています。しばら

くは、一人暮らしを続けることができそうです。」 

                         

・「物忘れが減って、買い物もバッチリ！です。 野中

義春さん（大阪市天王寺区）」、 

「Ｑ 当院でリハビリを受けた感想をお願いします。 

買い物をする時お釣りが出ないように支払いをして

ると、それを見た娘から、今までそんなことしなかっ

たのにと驚かれました。ＬＡＰＲＥの方は計算問題も

少しずつ速くなってきてると一緒に喜んでいただい

て楽しく通っています。今後、少しでも娘の心配がへ

ったら嬉しいです。」 



 

別表５ 

 

表示期間 表示媒体 表示内容 

平成３０年１２月１日か

ら令和４年１月７日まで

の間 

（別添写し８） 

自社ウェブサ

イト 

・「個人の感想であり、成果を保証するものではありま

せん。」 


