
【内観】 ⼊⼝〜待合スペース

⽩熊君は⽶パーマー⼤学からやってきたカイロの
優秀アシスタント 

【内観】施術エリアはこんな感じ

⽶国直輸⼊、ガンステッド社の専⽤テーブルで施
術を⾏います 

【内観】 施術台(HI-LOテーブル)

台⾃体が電動で起⽴・下降するのでお体の負担が
なく、ラクラク♪ 

「北参道」駅２番出⼝から２分

平⽇21時まで受付、⼟⽇祝も営業。お仕事帰り
やお買物の合間に 

【ビル外観】 Times駐⾞場の向い

建物⼀階ですが、数段の階段あり。ご不⾃由な⽅
はお問合せ下さい 

【外観】⼥性専⽤、予約制サロン

⼊⼝で靴を脱いで、スリッパでおあがりください
♪ 

【施術の流れ(カイロ)】1.質問票

初回は、気になるお体の状態やいつからか︖等ご
質問します 

【施術の流れ(カイロ)】2.ご相談

質問票の内容から、⽣活習慣・既往歴などより詳
しくうかがいます 

【施術の流れ(カイロ)】3.お着換

背中がマジックテープで開く専⽤ガウンに着替え
て頂いています 

【施術の流れ(カイロ)】4. 検査 【施術の流れ(カイロ)】5.検査 【施術の流れ(カイロ)】6. 検査
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ガンステッド・カイロプラクタだけが使うScope
でお背中チェック 

頭痛や⾸肩こりであってもお体の⼟台、⾻盤から
丁寧に確認します 

肩関節や肩甲⾻、鎖⾻、筋⾁など幅広い視点でチ
ェックします 

【施術の流れ(カイロ)】7.検査

⼿指のシビレ等にも対応。神経学、筋⼒、オソペ
ディックテスト等 

【施術の流れ(カイロ)】8. 調整

⾸肩の悩みが実は腰の不調からという事もあり、
全⾝を調整します 

【施術の流れ(カイロ)】9. 調整

胸椎のアジャストメントはこちらの専⽤台で。妊
婦さんもOKです︕ 

【施術の流れ(カイロ)】10.調整

頸椎は、チェアで。ポキポキしたり無理に押した
りは致しません。 

【施術の流れ(カイロ)】11.調整

必要に応じて四肢の調整も（肩、肘、⼿⾸、股関
節、膝、⾜⾸）。 

【施術の流れ(カイロ)】12. 終了

脊柱のチェックをして終了。施術後は体も軽く気
持ちも前向きに♪ 

体と⼼は繋がっています♪

不安や落込みが強い時、お体もやっぱり疲れてい
ます。お気軽に 

いたみは「氷⼭の⼀⾓」

原因（姿勢,⾷事,ストレス等)への根本ケアで再
発予防、健康増進! 

やる気が出ない、体が重い時にも

⾃律神経機能やホルモンバランスのUPに効果期
待のカイロをどうぞ 

その不調、神経圧迫が原因かも

神経ネットワークがしっかり働いていれば不調は
⾃ずと改善します 

【頭蓋⾻調整】⻑年の不調に

けんさでは異常なしと⾔われたのに不調が続くと
いう⽅、是⾮ 

【頭蓋⾻調整】カイロと組合せて

頭蓋⾻調整は単体でもちろん、カイロと組合せる
とより効果的です 

⾏きたいサ
ンが掲載され
ポイントは
えますか︖
⼦供や友達の
でネット予約
予約をキャ
「無断キャ
出て、ネッ
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【頭蓋⾻調整】後頭部の⾟さに

CSF(脳脊髄液)がスムーズに流れる事で、全⾝が
驚くほどスッキリ! 

【頭蓋⾻調整】側頭部が固い⽅

こめかみ周りが痛む頭痛、⻭ぎしり、疲れ⽬等で
お悩みの⽅ぜひ 

【頭蓋⾻調整】⾟い⿐づまりにも

⿐⾻周りが緩むと⿐の通りの良さに繋がります。
副⿐腔も柔らかく 

【頭蓋⾻調整】 適応例数々

ストレートNeck,睡眠の問題,疲れ⽬,⽿鳴り,⿐づ
まり,顎の問題他 

【頭蓋⾻調整】⼩顔＆美肌効果も

顔だけでなく頭のハチまでシュッと⼩さく︕お肌
や髪のツヤもUP♪ 

【頭蓋⾻調整】顎関節のお悩みも

⼝を開けると痛い、⼤きくひらけない、カクッと
⾳がする⽅ぜひ 

コロナ対策 留意しています

マスク常備に⼿洗い・アルコール消毒励⾏、換気
注意に予約制です 

【スタッフ】お役に⽴ちます︕

⼥性の、⼥性による、⼥性の為のカイロプラクテ
ィック院です(^^) 

⼦供さんからご⾼齢者まで

頭蓋⾻調整, カイロとも年齢制限無。反作⽤もな
く何⽅にもお勧め 

脊柱ケアは、全⾝の健康に直結︕

背⾻は姿勢の柱なだけでなく、神経伝達の要。ぜ
ひ定期的なケアを 

脳模型（２倍サイズ）

感情も脳の信号,神経伝達の働きにて頭蓋⾻調整
は⼼のケアにも◎ 

背⾻は全⾝の司令塔「脳」と直結

カイロの定期的な脊柱ケアで、脳⇔全⾝の神経伝
達が向上☆(^-^)/ 

インフル予防や花粉対策にも♪ バイオメカニクスに基づいた施術 ⾸肩こり、ギックリ等もカイロで



予防接種やおクスリは体の外から。内からの予防
を始めませんか︖ 

ガンステッド⼿技の特徴「椎間板理論」「⼟台理
論」に則したケア 

仕事や家事、育児でお忙しい⽅ほど定期的なケア
が”本当に”⼤切 

背部痛は、内臓との関連も

脊柱を整えると内臓を⽀配する神経伝達も改善、
全⾝の体調がUP︕ 

5年先・10年先の健康のために

カイロの定期的ケアは、将来に渡り不調を予防に
つながります 

画像チェックお勧めしてます

慢性的なお悩みの⽅は特に︕ご来院の際にご説明
させて頂きます 

背⾻は健康の⼟台︕

脊柱の歪みを放置せず、定期的なケアで⼼⾝の健
康を保ちましょう 

⼥性特有のお悩みもお気軽に

例えば頭痛といっても種類は様々。⼀緒に改善を
⽬指しましょう♪ 

模型を使ってわかりやすくご説明

⽬で⾒てイメージすると、回復も早くなります
(これホントです︕) 

⼿で脊柱を調整、神経伝達を改善

無理にポキポキしたり、強く押したり⻑時間もん
だりはしません 

【施術テーブル】その１

⽶国ガンステッド社製ペルビック・ベンチは⾻
盤・腰椎の施術に 

【施術テーブル】その２

脊柱に理想のカーブを作るニーチェスト・テーブ
ルは妊婦さんもOK 

【施術テーブル】その3 【施術テーブル】 こんな⾵に(1) 【施術テーブル】 こんな⾵に(2)



サービカル・チェアは頸椎の調整と、施術前後の
検査にも使います 

⾸肩こり⇒胸椎〜肋⾻の動きの悪い⽅が多いで
す。うつ伏で調整♪ 

頭痛が実は腰の問題からという事も︕無理に押し
たりは致しません 

捻ったりポキポキしたりしません

ご体格や関節⽅向、硬さの度合等を考慮し適切な
深さでアジャスト 

⾻盤・腰部はこのような調整も

⾸肩こりが⾻盤のズレからの事もあり、必要に応
じて臨機応変に 

⾒た⽬と違ってソフトな技です

頸椎の調整はこのような姿勢でも。無理に押した
りはしません。 

アジャストに使う相棒たち♪

必要に応じてアジャストメントに使う必殺⼩道具
（︖）たちです 

⽶国直輸⼊検査器 ”Delta-T”

術者の感覚に頼らない科学的な⼿法で、しっかり
結果を⽬指します 

【施術テーブル】著名Drのサイン

ドクター・ガンステッドに直接教わったコックス
先⽣のサインです 

【内観】ご説明⽤の模型など

体の仕組、お悩み改善の鍵と予防のポイントをわ
かりやすくご説明 

悪を退けるガネーシャの置物♪

インドの神様が皆様の健康に貢献してくれている
と信じてます(^^) 

⼼がホッと和らぐ時間をどうぞ

短い時間でも五感でRelax & Refresh して頂け
れば幸いです(^-^) 

スタイリング剤や綿棒もあります

施術後のメイク直し等に、ドレッサーご利⽤下さ
い 

⾚ちゃん、⼦供もカイロお勧め

欧⽶ではカイロは⽣誕直後から⼀⽣受けるべきケ
アとされています 

おねしょや頻尿にお困りの⽅

泌尿器系のお悩みもカイロの得意分野。下部胸椎
〜仙⾻をcheck︕ 

マスク・換気・⼿洗い・消毒励⾏ 指先のシビレ、いたみ、変形など ⾜部の調整で、膝痛が変わる事も



新規 サロンに初来店の⽅ 再来 サロンに2回⽬以降にご来店の⽅ 全員 サロンにご来店の全員の⽅

整体 カイロ ⾻盤矯正 OX脚矯正 ⼩顔矯正 その他

【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

整体 カイロ ⾻盤矯正 OX脚矯正 その他

【院⻑施術】頭蓋⾻調整 ほぐしとの”違い”を是⾮ (新規)
¥15,000⇒¥12,000

整体 カイロ ⾻盤矯正 OX脚矯正 ⼩顔矯正 その他

【院⻑施術】お悩み解決 Best Combo カイロ(背⾻)＋頭蓋⾻
¥21,000→¥17,000

ボディトリ 整体 カイロ ⾻盤矯正 OX脚矯正 その他

【⼩中⾼⽣もカイロ♪】⼥性施術者の根本ケア (新規特典) ¥6,000 ⇒
¥5,000

整体 カイロ ⾻盤矯正 OX脚矯正 ⼩顔矯正 その他

【お得 回数券 】カイロ ８回 ￥40,000 → ¥35,000 ★ご家族でシェア
OK★

更に、「攻めのウイルス対策」 としてカイロで
免疫UPを是⾮(^-^) 

そこまで酷くないからと放置してませんか︖頸椎
が原因の場合も。 

⾜の変形やいたみはもちろん⾜⾸・膝・股関節の
不調も相談下さい 

お気に⼊りのリースです♪

ちょっとした可愛い物に囲まれて、私⾃⾝楽しく
お仕事してます^^ 

ペンスタンドは腰椎の形 (>▽<)

カイロプラクターは何しろ⾻が⼤好きなので
す。 

⾻組と軟部組織のバランス⼤事︕

⾻を引っ張るのは筋⾁、筋⾁を縮ませるのは⾻の
隙間から出る神経 

せんだがやカイロプラクティックのクーポン

新
規

¥5,000

提⽰条件︓  利⽤条件︓  有効期限︓2023年01⽉末⽇まで

このクーポンで
空席確認・予約する

メニューを追加して予約

新
規

¥12,000

提⽰条件︓  利⽤条件︓  有効期限︓2023年01⽉末⽇まで

このクーポンで
空席確認・予約する

メニューを追加して予約

新
規

¥17,000

提⽰条件︓  利⽤条件︓  有効期限︓2023年01⽉末⽇まで

このクーポンで
空席確認・予約する

メニューを追加して予約

新
規

¥5,000

提⽰条件︓  利⽤条件︓  有効期限︓2023年01⽉末⽇まで

このクーポンで
空席確認・予約する

メニューを追加して予約

全
員

¥35,000

提⽰条件︓  利⽤条件︓  有効期限︓2023年01⽉末⽇まで

このクーポンで
空席確認・予約する

メニューを追加して予約

 

予約時 ご新規様

予約時 ご新規様

予約時 ご新規様

予約時 ご新規様

予約時 2回⽬以降はメニュー「0円回数券」を選択
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