
予約時のクーポン・メニュー ジャンル

頭痛・⾸肩こり専⾨ ⼥性専⾨ せんだがやカイロプラクティックからの返信コメント

予約時のクーポン・メニュー ジャンル

頭痛・⾸肩こり専⾨ ⼥性専⾨ せんだがやカイロプラクティックからの返信コメント

サロン平均 4.81 雰囲気 4.7 接客サービス 4.8 技術・仕上がり 4.8 メニュー・料⾦ 4.6

※⼝コミは、あくまでも個⼈の感想であり、個⼈差があります。
※⼝コミの平均点は直近1年間の集計となります。平均点の考え⽅
※普通＝3が評価時の基準です。⼝コミとは

93件の⼝コミがあります

絞り込み

⾸と肩の凝り・頭痛に悩まされ⾊々調べてみるとクチコミがいいこちらのお店を⾒つけたので、⾏ってみました。初回に施術を受けた2⽇
後くらいから嘘みたいに⾝体が楽になりました。
1ヶ⽉くらい経ってまた痛くなってきたので、急遽２回⽬の予約をさせて頂きましたが本⽇もご丁寧に施術していただいてありがとうござ
いました︕雰囲気や対応などどれも素敵で、安⼼して過ごしやすい環境です。また痛くなってきた際にはよろしくお願いいたします^^*

【院⻑施術】 どんな不調もお気軽に (⼝コミ特典)カイロ30分 ¥6,000→¥5,000

ゆめ 様

この度のご来院、そして温かなレビューをありがとうございました。

初回の改善が⼀か⽉以上もったということなので、ゆめ様は⽇頃のお体の使い⽅は決して悪くはないと思います。…が、「半治り」の
状態で再発すると却って悪化してしまうような場合もありますので、是⾮この機会に定期的なお体ケアをおすすめさせて頂きます。

痛みが出る 「前」 に是⾮、またいらしてみてくださいね︕⼼よりお待ち申し上げております♪

慢性的な⾸痛と肩こり、背中の痛みを改善したく予約をしました。

カイロは他で経験がありますが、じっくり時間をかけてのカウンセリングに⼤変細かい複数の検査（※レントゲン撮影も勧められた）の上
での施術で納得感がありました。
⽇頃の姿勢グセや枕の⾼さ等、⾃分ではなかなかポイントがわかりづらいことについても分かりやすいアドバイスがありました。
施術後は体の芯から元気がわいてくる感じ。⼿⾜がポカポカしてお通じもドッとあり、体全体が活性化するのを実感しました。⼥性専⽤と
いうのも安⼼です。

【★お得★ 回数券 】カイロ ８回券 ￥40,000 → ¥35,000 (院⻑施術)
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ゆめさん （⼥性/20代前半/パート・アルバイト） [投稿⽇] 2021/2/20

総合 5  雰囲気 5  接客サービス 5  技術・仕上がり 5  メニュー・料⾦ 4

JUN JUNさん （⼥性/50代/会社員） [投稿⽇] 2021/1/31

総合 5  雰囲気 5  接客サービス 4  技術・仕上がり 5  メニュー・料⾦ 5

最近予約し

最近⾒たサ

メニュー 点数 性別・年代

こんにちは

利⽤

3

ホットペッ
ポイン

ためたポイ
にサロ

ポイント
ポイント
ログアウ

たまるポ
つかえる
ポイント

マイペー

予約履歴

ギフト券

⼝コミ投

ブックマ
サロン（
ヘアスタ
スタイリ
ネイルデ

サロンか
件）

予約状

A salon 銀
銀座・有楽町

頭痛・⾸肩
せんだがや
ク

新宿・⾼⽥⾺

地⽖ケアク
代々⽊
新しいメッセ

新宿・⾼⽥⾺

新宿・⾼⽥⾺
頭痛・⾸肩
せんだがや
ク

新宿・⾼⽥⾺
パーソナル
 Eight Fit.

三軒茶屋・⼆
楽になるカ

新宿・⾼⽥⾺
千駄ヶ⾕駅

銀座・有楽町
A salon 銀

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/coupon/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/photo/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/staff/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/blog/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/map/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000422273
javascript:void(0);
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/review/
javascript:void(0);
https://point.recruit.co.jp/member/relExpCont?siteCd=HPB
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/logout/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/myPage/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reserveHistorySalonList/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/giftTicket/list/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reviewPostStatus/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalon/list/?wak=KPCO100402_link_bookmarksalon_login
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStyle/list/?wak=KPCO100402_link_bookmarkstyle_login
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkStylist/list/?wak=KPCO100402_link_bookmarkstylist_login
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkDesign/list/?wak=KPCO100402_link_bookmarknaildesign_login
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/message/list/?systemKbn=02
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reserveHistorySalonList/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reserveHistorySalonList/?storeId=H000502153&systemKbn=02
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reserveHistorySalonList/?storeId=H000422273&systemKbn=02
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/reserveHistorySalonList/?storeId=H000498529&systemKbn=02
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/message/detail/?storeId=H000498529&cmid=L00082738939&systemKbn=02&wak=KPCO100402_link_myzone_unread
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000422273/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000471995/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000434487/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000548569/
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000502153/


予約時のクーポン・メニュー ジャンル

頭痛・⾸肩こり専⾨ ⼥性専⾨ せんだがやカイロプラクティックからの返信コメント

JUN JUN 様

この度は、数ある施術院からせんだがやカイロをお選び下さりありがとうございました。

在宅勤務が⻑引くことでデスクワーク環境が体に合わなかったり、知らず知らずのストレスが⼼⾝に蓄積されている⽅はとても多いと
感じています。
そんな時こそ、コロナに負けないお体の⼟台作りとして、当院のカイロ＆頭蓋⾻調整がお役に⽴てればと考えております。
レントゲン分析の上、定期的に施術を受けて頂くとより正確で早い結果が⾒込めますので、是⾮ともお勧めさせて頂きます。

何かご不明な点や疑問なことは、いつでも何なりとお問合せ下さい(^^)
またのご来院、⼼よりお待ち申し上げております♪

腰痛でお世話になりました。親切で丁寧な説明をしてくれる先⽣です。おかげさまで施術後ずいぶん楽になった気がします。1週間でまた
再調整が必要だと実感したので回数券を購⼊して継続的に通う事を検討中です。

【院⻑施術】猫背,コチコチ⾸肩背中に (新規特典)カイロ60分 ¥6,000 ⇒¥5,000

youko 様

この度は、数ある施術院からせんだがやカイロプラクティックへお越し頂きありがとうございました(^-^)

当院の施術は、必ずしも短期間でお痛み解消︕だけを⽬ざしてはおりません。
ご年代的にもちょうどお体が⼤きく変化されてくるタイミングでもあり、改善を確実なものとし、将来にわたって予防、⼀層のご健康
増進のため、はじめはあまり間をあけずにお越し頂き、安定してきたら段々と間隔を広げていかれるのがよろしいと思います。
是⾮、レントゲン撮影の上 お得な回数券をお勧めさせて頂きます。

何かご不安なこと、ご不明な点等がありましたらいつでもお気軽にお問合せくださいませ (^-^)
私としても引き続き技術と知識を伸ばし、ベストを尽くさせて頂きます。
またのご予約を、⼼よりお待ち申し上げております︕

せんだがやカイロプラクティックの⼝コミ⼀覧/ホットペッパービューティー
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関東のゆったり空間で施術が受けられるサロン 新宿・⾼⽥⾺場・代々⽊のポイントが利⽤できるサロン

せんだがやカイロプラクティックの近隣サロン

ほぐしのネヌファール | オリエンタルボディ(THE ORIENTAL BODY) | 激痛ダイエット整体 ⼋巻 | ナチュラルパーフェクトフェイス 新宿 | ペピィ(Peppy)

HOT PEPPER Beautyとサロンボード導⼊のご案内 掲載をご希

ID・会員規約 利⽤規約 プライバシー

youkoさん （⼥性/40代/会社員） [投稿⽇] 2021/1/20

総合 5  雰囲気 4  接客サービス 5  技術・仕上がり 5  メニュー・料⾦ 3
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