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ビル３０８ 

５５２５ 

顎関節症にお

んびんカイ

ロに通われるようにな

時期

症状はあ

りますが、だいぶ落ち

。

は月に１度のペース

で通って頂いています。 

これからも誠心誠意し

っかり施術させて頂き     

講習のため臨時休業です。 

ます。 

     


