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落ち葉や紅葉の季節ですね

 

 

 

先日、

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

 

肩こりと頭痛で来られた２０代の女性です。

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようにな

「次も必ず来ます」と

 

カイロプラクティックというと、どうしても

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

 

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

アクティベータという器具で、振動を伝えて

 

この器具がアクティベータ器です。

 

アクティベータで調整するのは、

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

 

すると、神経のバランスが整います。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

 

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

 

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂
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紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂
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月になり、自宅の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます

落ち葉や紅葉の季節ですね

紹介で初めて来られた方に

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

肩こりと頭痛で来られた２０代の女性です。

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようにな

「次も必ず来ます」と

カイロプラクティックというと、どうしても

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

アクティベータという器具で、振動を伝えて

この器具がアクティベータ器です。

アクティベータで調整するのは、

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

すると、神経のバランスが整います。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂

てんびんカイロニュースレター
２０１

の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます

落ち葉や紅葉の季節ですね。みなさんは

来られた方に

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

肩こりと頭痛で来られた２０代の女性です。

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようにな

「次も必ず来ます」と喜ばれてい

カイロプラクティックというと、どうしても

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

アクティベータという器具で、振動を伝えて

この器具がアクティベータ器です。

アクティベータで調整するのは、

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

すると、神経のバランスが整います。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂

てんびんカイロニュースレター
２０１5 年

の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます

みなさんはどんな予定がありますか？

来られた方に、 

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

肩こりと頭痛で来られた２０代の女性です。

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようにな

ていました。

カイロプラクティックというと、どうしても

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

アクティベータという器具で、振動を伝えて

この器具がアクティベータ器です。手で矯正するより

 

 

 

 

 

 

 

アクティベータで調整するのは、痛みやしびれがあるところだけではありません。

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

すると、神経のバランスが整います。 

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂

てんびんカイロニュースレター
年１０月号

の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます

どんな予定がありますか？

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

肩こりと頭痛で来られた２０代の女性です。 

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようにな

ました。 

カイロプラクティックというと、どうしても 

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

アクティベータという器具で、振動を伝えていきます。

矯正するより

痛みやしびれがあるところだけではありません。

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂

てんびんカイロニュースレター
月号 

の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます

どんな予定がありますか？

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

頭痛はだいぶ治まり、首や肩周りもだいぶ動くようになりました。

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

きます。 

矯正するより、わずかな力で振動を伝えます。

痛みやしびれがあるところだけではありません。

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂

てんびんカイロニュースレター

の近所の田んぼでは稲刈りを見ることができます。 

どんな予定がありますか？ 

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。

りました。 

背骨や骨盤をポキポキ鳴らされるというイメージがあります。 

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。

わずかな力で振動を伝えます。

痛みやしびれがあるところだけではありません。

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。

紹介で来られた方も、みなさまと同じように心を込めて調整させて頂いて

てんびんカイロニュースレター 

 

「想像していたやり方と全然違っていました！」と感想を頂きました。 

しかし、てんびんカイロでは、背骨は骨盤をポキポキと矯正しません。 

わずかな力で振動を伝えます。

痛みやしびれがあるところだけではありません。

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。

てんびんカイロの調整方法は、他のカイロプラクティックとはかなり違います。 

いてます。 

わずかな力で振動を伝えます。 

痛みやしびれがあるところだけではありません。 

体全身の神経のバランスが低下しているところを見つけて、パチンと調整します。 

バランスが整うと、自然治癒力が高まり、体が自然に痛みやしびれを治していきます。 

 

 



【 

今年の春から、肩に痛みが出

でした。今では日常生活に影響がでないところまでになりました。

 

これからも、誠心誠意しっかり施術させて頂きます。よろしくお願い致します。
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多くの方に健康な生き方を再発見して頂き、「喜びと安心の笑顔」を広げます
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