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所在地

TEL/FAX

設立年月日

資本金

代表

ファンクショナル
ローラーピラティス
ファンクショナル
ローラーピラティスFRP

Make Your Body FunctionalMake Your Body Functional

株式会社P3

〒192-0082 
東京都八王子東町3-9 鈴木ビル2階

042-649-1545

平成24年9月14日

700万円

代表取締役 中村尚人

沿革
2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2017年

2018年

スタジオ「タクトエイト」を設立
スタジオ事業開始

株式会社Ｐ３に組織変更
予防理学療法研究会（現予防運動研究会）立ち上げ
八王子市子育て応援企業登録

「タクトエイト プライベートスタジオ」を開設
ファンクショナルローラーピラティス®商標登録
養成事業開始

エボリューションウォーキング®商標登録
「タクトエイト グループスタジオ」リニューアル

プラチェキ®実用新案登録

ノンストレスヨガ®、側弯トレーニング®
Jointing®商標登録

「脳卒中・再発予防専門トレーニング リハジム」
「姿勢・歩行改善専門スタジオ UPRIGHT®」
「側弯トレーニングセンター」を設立

健康経営
福利厚生

商品開発
開発事業

企業理念

の理念のもと、運動から予防医学の実現を目指しています。
健康の３原則は食事、運動、睡眠です。その中でも、動物として「運動」は特に大切です。
病気になるのを待つのではなく、自らの力で健康的で明るい未来を一緒に切り開きましょう。

「予防は治療に勝る」

スタジオ事業

ごあいさつ

「皆さん運動していますか？」
株式会社P3の中村尚人です。
私は、過去に医療介護業界に12年身を置き、沢山の病気の方を見てきました。

誰も、病気になりたいと思ってなる人はいません。
交通事故も似ていますが、まさか自分が当事者になるとは思っていません。
交通事故は、減点や免停のように法的制裁があり、抑制させています。
しかし、医療は国民皆保険制度もあり、病気を防ぐ意識は個人に任されています。

交通違反を取り締まる警察官は違反者が出るのをただ待ってるのではなく、
違反を起こさないように対応すべきだといつも思っていました。
私も同じく病院で人が病気になるのを待ってるのではなく
病院を出て予防を啓蒙すべきだ。
これが病院を出て、株式会社を立ち上げた経緯です。

動物として動くことは、関節や筋肉のみならず、心、呼吸、内臓すべてに影響を与えます。
病院での最後を知っているからこそ、今を大切に生きて欲しい。
使命を感じて働ける幸せを感じつつ、国民の健康に貢献していきます。

中村 尚人

株式会社 P3

中村 尚人
代表取締役

Pro�le
1977年新潟県生まれ。幼少より少林寺拳法、合気道を習い、

学校では水泳部、登山部、演劇部、軽音楽部と、身体や心を動かすことに興味を持って育った。

理学療法士取得後、医療・介護分野にて急性期から訪問リハビリなど、幅広い臨床経験を積む。

転勤とともにヨガと出会い、インストラクター資格を取得。

2008年より毎年、日本最大級のヨガイベント、ヨガフェスタに講師として参加している。

その後、ピラティスにも興味を持ち、国際ライセンスを取得。

2011年病院で患者さんを待っていることに違和感を持ち、自身の使命は予防医学の実現化と悟り、独立。

2012年予防運動療法研究会を設立し、運動指導者の指導を本格的に開始。

2013年株式会社P３設立。代表取締役に就任。執筆活動、各種講演、日々の運動指導に携わる。

また、ファンクショナルローラーピラティス®やエボリューションウォーキング®、

側弯トレーニング®、Jointing®などを自らまとめあげ、指導者育成を行っている。

2014年一般社団法人日本ヘルスファウンデーション協会を設立し、広く健康の普及を目指す。

著書「ヨガの生理学」「コメディカルのためのピラティスアプローチ」ほか多数。



ヨガ・ピラティス・ウォーキングのスタジオ タクトエイトをはじめ
脳卒中・再発予防、姿勢・歩行改善、側弯に特化した専門スタジオを運営しています。

ヨガ、ピラティス、ウォーキングをはじめ、
運動指導の実践や、アプローチを行うための養成を開催しています。

ファンクショナルローラーピラティス®は、解剖学的・運動学的にも矛盾
のない日本発のピラティスメソッド。ヒト本来の姿勢や歩き方を重要視
し、対象者それぞれに合わせたエクササイズを提供します。
フォームローラーの不安定な形状により、コア・インナーマッスルを実感で
き、心身への意識を高めていきます。
インストラクター養成コースは、東京本部（studio TAKT EIGHT）を
はじめ、全国各地の養成校で開催されています。インストラクター資格
には4つのレベル（ベーシック・ミドル・アドバンス・マスター）を設け、ステッ
プアップをしながら学ぶことができます。インストラクター資格取得後は、
分科会制度を設けることで、ブラッシュアップをサポートしています。
また年に1度、FRPインストラクターのブラッシュアップと情報交換を目的
とした『FRPカンファレンス』、FRPの普及を目的としたイベント『FRP 
JAPAN』を開催。インストラクター数、参加者数も年々増加し、全国各
地で活動を展開しています。

FRP
Make Your Body FunctionalMake Your Body Functional

ファンクショナル
ローラーピラティス®
Functional Roller Pilates™(FRP)

歩くだけで身体が整う、ウォーキングメ
ソッドです。運動学や解剖生理学、比
較解剖学に基づいてナチュラルな歩き
方を目指します。エクササイズを通じ
て、人間の本来あるべき歩行機能を引
き出します。

エボリューション
ウォーキング®
Evolution Walking™

ヨガとピラティスを中心に、ウォーキングや各種グループレッスンと、
プライベートレッスンを提供しています。一般の方から指導者向け
まで幅広くご参加いただける、勉強会やイベントも開催しています。
マタニティ＆ママ向けのクラスも充実し、様々な年代、レベルの方に
対応したクラスを提供しています。

脳卒中の方の機能改善・再発予防を目的とした、時間無制限、ご
予約不要でご利用いただける専門ジムです。麻痺の改善にエビ
デンスが認められている促通反復療法とピラティスを用いて、低価
格でありながら最適なリハビリを提供します。予防の会社だからで
きる、再発予防のリハビリの姿を模索し作り上げていきます。

姿勢・歩行改善専門のスタジオです。多くの障害や問題は、姿勢と
歩きの崩れです。主にピラティスを用いて、人本来の正しい姿勢と
歩きをこのスタジオで再構築して頂きます。時間無制限、ご予約不
要、通いやすい料金設定で、ご自身で納得できるまでトレーニング
できる環境を提供しています。

側弯症の方に、生活指導と運動療法を提供する専門センターで
す。人口の1～2％と言われている側弯症の方々の為に特化した運
動スペースです。側弯症の特徴を知り、矛盾のない理論に基づい
た運動療法を学んだ側弯トレーナー（医療系国家資格保持者）が
一人ひとりの個性に合わせたトレーニングを提供します。

ノンストレスヨガ®は、アーサナ、調気法、
瞑想法をバランス良く行い、ヨガの効果
を最大限に引き出します。首ヨガは、機
能解剖に基づいた首の正しい位置へ
の修正方法やアーサナ、呼吸法の指
導を行います。

その他の養成講座
（ノンストレスヨガ®／首ヨガ）

Non-stress Yoga / Kubi Yoga

体の不調を根本から見直す、マン
ツーマンのレッスンです。理学療
法士のバックグラウンドを持つセ
ラピストが不調の原因となる体の
クセや習慣を明らかにし、改善
に向けてエクササイズを指導。

プライベートレッスン
Private Lesson

ヨガ、ピラティス（FRP）、ウォーキ
ングを中心としたレッスンを週に
30以上ご用意。入門から中級・
上級まで、ご自身の状態に合わ
せて選べる、さまざまなクラスを
ご用意しています。

グループレッスン
Group Lesson

マタニティ＆ママヨガ／ピラティス、
マタニティビクスなどのグループ
レッスンの他、理学療法士による
特別クラスや助産師との相談会
も開催。産前産後の体、心と向
き合うお手伝いをします。

ママ＆マタニティ
Mama & Maternity

ヨガやピラティスなどを解剖学
学的、機能的に学ぶワークショッ
プや養成講座を多数開催。各
専門分野に特化した講師より、
誰にでもわかりやすく、有益な情
報を提供しています。

ワークショップ
Workshop

関節を長軸方向へ圧迫することで筋
肉を緩め、コリやハリを解消させるテク
ニックです。なぜ筋肉のハリやコリが起
こってしまうのかを考慮し、その原因を
的確に捉えた上で、テクニックだけでな
く、クライアントへ指導する方法も得られ
る講座を開催しています。

ジョインティング®
Jointing

さまざまな流派が混在している中、アー
サナの取り方も多種多様化していま
す。解剖学的な視点に基づいて、安全
で個人の特性に合った、どの流派にも
属さない客観的なアーサナの取り方を
指導しています。

アーサナアナトミカル
アプローチ
Asana Anatomical Approach

スタジオ
事業

養成
事業

現在、日本の医療では側弯症は不治と
いわれ、手術が必要な状況まで放置さ
れています。運動療法の可能性を追求
する使命感から、理学療法の視点から
も矛盾のないトレーニングを開発、トレー
ナーの養成も行っています。

側弯トレーニング®
Scoliosis Training

スタジオ タクトエイトのレッスン内容

いつまでも長く健康でいるためのライフ
スタイルや運動について、指導・アドバ
イスができる「予防運動アドバイザー」
を育てるコースです。一般的な運動指
導に加えて、詳細な姿勢評価やカウン
セリング要素など、予防的な視点を指
導しています。

予防運動研究会
Preventive Exercise Study Team



［studio TAKT EIGHT］
JR八王子駅より徒歩５分・京王線八王子駅より徒歩３分

［REHAGYM/UPRIGHT/側弯トレーニングセンター］
JR八王子駅・京王線八王子駅より徒歩6分

京王八王子駅

京王八王子駅前

八王子駅入口 20

JR八王子駅

北口 京王プラザホテル

東急スクエア

福伝寺モスバーガー

クリエイト
ホール

従業員さまが毎日楽しく、元気で過ごせるようサポートいたします。
企業様向け・福利厚生プランもご用意しております。

エルゴノミクス
ErgonomicsOutsourcing

タクトエイトには、経験豊富なイン
ストラクターが多数在籍しておりま
す。レッスン内容はヨガ、ピラティ
ス、ウォーキングと様々で、ご依頼
の場所でご自身の心と体の状態
に向き合えるレッスン時間を提供し
ます。

インストラクターが各企業等に出
向き、作業環境や身体の動かし方
を確認し、より効率的かつ安全な
方法をご提案します。身体に無理
なく安全に、かつ疲労感が少なく
なる動き方や、心身の負担を軽減
できる方法をお伝えします。

インストラクター派遣

健康経営
福利厚生

からだにいいもの、からだが元気になる商品を自ら開発・販売しています。

アライメントシート
Alignment SheetGRIPPONE

ローラーとマットの滑り止め機能が
一体化した、新発想のピラティス・
ローラーです。マットとイクイップメ
ントのメリットを融合した、手軽で効
率的なエクササイズができます。

グリッドの前に立ったクライアントの
写真を撮影することで、姿勢を評
価することができま
す。ポスタータイプ
のため、軽量かつ
簡易に設置が可能
です。

グリッポン
Plumb Line Check

多くの不調は、姿勢のゆがみが原
因でもあると言われています。鏡に
取り付け、毎日の姿勢チェックを習
慣にしていくことで、
不調を予防できま
す。

プラチェキ

商品開発
開発事業

社会貢献
事業

アスリート応援プロジェクト

株式会社 Ｐ３

株式会社P3は八王子市の子育て応援企業です。

www.takt8.com

reha-gym.com

studio-upright.com

www.sokuwan-training.com

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-53-4 奨学会館4階

〒192-0082 東京都八王子東町3-9 プライベートスタジオ：2階／グループスタジオ：地下1階
TEL.0120-09-1545  FAX.042-649-1545  E-mail.info@takt8.jp

〒192-0081 東京都八王子市横山町2-7 石川ビル5F／TEL.042-649-3020
［営業時間］10:00～18:00（13:00～14:00はクローズ）

スタジオ タクトエイトはアスリートのスポンサーとなり、
ヨガ・ピラティスを使った心身のトレーニングを提供しています。
競技に特化した運動だけでなく、基本的な体の使い方を見直すことで、
パフォーマンスアップのお手伝いをしています。

（月・水・金曜日営業）

（火・木曜日営業）

（土曜日営業）

（八王子事務所）


