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いかがお過ごしですか

 

 

てんびんカイロプラクティックでは、

腰痛、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、

肩こり、首こり、四十肩・五十肩、膝痛など

根本原因である脳・神経の誤作動を調整しています。

 

手や顔を動かしてもらい、神経の誤作動を探します。

誤作動があると足の

 

アクティベータという器具で、神経の誤作動が起きている場所に、

「パチンッ」と調整します。

 

すると、誤作動がなくなり、手や足を同じように動かしても
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みが消失し、喜ばれています。
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