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●はじめに 

こんにちは！ひろカイロ整体院へようこそ！ 

当店の｢ご案内ブック｣をお手に取って頂きありがとうございます。 

この｢ご案内ブック｣では当院の事を良く知ってもらい、ご自身の健康のためより

賢く当院をご利用頂く為の取り扱い説明書として作成しました。 

また、あなたの辛い身体の症状の原因と歪みを正しく調整することで得られる効

果についても解説しています。ぜひ 後までご覧くださいね。 

【当院の施術の考え方】 
当院の施術は症状の根本的な改善を計る事と日々の健康のためのメンテナンス、

トレーニングを目的としたお店です。 

【当院の施術の特徴】 
整体・カイロプラクティック・活法・頭蓋骨調整・顎関節・内臓調整など、さま

ざまな療法を習得。 マッサージ・指圧だと筋肉だけ、カイロプラクティックだ

と背骨だけ、なのに対し当店では筋肉、背骨、頭蓋骨・あご・内臓にアプローチ

し、更に日本古来の技術も駆使して自律神経を整える施術を行ってまいります。 

 

脳の活性化（セロトニン活性）ホルモン（オキシトシン）のバランスを整えるこ

とにより、ストレスや心のケア―さらにはスポーツ選手が行っているメンタルト

レーニングなど、アプローチ手段が多い分、症状の改善方法を沢山持っています。 

【他院との違い】 
沢山スタッフを抱えているお店だとスタッフによって技量がバラバラであった

り、手順を追ってマニュアル的に体中まんべんなく施術を行う為、一時的に痛み

がなくなってもすぐ元に戻るようです。 

当店の施術者は、定期的に勉強会に参加し、技術向上に努めています。 

施術は原因を突き止め行うので元に戻りにくく来院されるたびに良くなります。 

『予約制で担当制です』 

当院は担当制ですので施術者が毎回変わることなく、責任を持って施術に当りま

す。また、予約制ですので長時間待たされることはありません。なんでも気軽に

ご相談下さい。(当店の男女来店比率は男：女＝3：7) 

【当院から患者様へのお願い】 
キャンセルは緊急時を除いて、必ず前日までにお電話で行って下さい。 

当日＆無断キャンセルされるとかなり困ります。 

一日に施術出来る人数が決まっているので、早めにキャンセル頂ければ他の患者

さんの予約を受ける事が出来ます。ご協力お願い申し上げます。 
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予約時間より施術開始(※着替え含む)となりますので１０分程前にお越しく

ださい。 

●施術者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＯＬ整体学院卒 

日本自律神経研究会 自律心体療法インストラクター 

セロトニン Dojo セロトニントレーナー 

セロトニン活性療法 開発者 

名前 滝本裕之 

出身 茨城県 守谷市 昭和 41 年 4 月 12 日 生まれ 

血液型 ○型 星座：おひつじ座 

性格 穏やかで優しそうとよく言われます。星野仙一、松岡修三タイプ 

趣味 旅行、世界一周が目標 

特技 テニス 

休日の過ごし方 トーニング、映画、研修に参加する 
【ひろカイロ整体院院長の想い】  

 

キッカケ…  

過労とストレスでうつ病になり薬では治らないと思い、様々な治

療やセラピーや書物で勉強し何とか約２年で改善することが出来

た。その時「うつ病や自律神経症状の方を助けたい」と強く思い

2006 年に自律神経・うつ病専門の整体院を開業する。  

 

あなたの笑顔のために、がんばります…  

うつ病を克服することにより、私の人生は大きく変わりました。  

私が経験したことや学んだことを今度はあなたのサポートのため

に使わせていただきます。次はあなたが変わってください。  

自分の整体理論、手技が確立してきた事を確信し自律神経・うつ

専門整体セロトニン活性療法を開発。  

今現在は、自分の大好きな整体で沢山の方々を笑顔に変える事が私の喜びであり、 

生きがいになっています。 

今後とも、沢山の方々を笑顔に変えられるよう日々精進して参りたいと思います。 
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不調・病気・痛み 
自律神経・うつ 
ストレス・パニック

その他の不定愁訴 

〇当院の施術説明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの療法も血液の循環、リンパの流れが良くなり、細胞や脳が活性化し

ホルモンや、自律神経の働きを良くします。 

 

 

調子が悪くなくても少しづつバランスは歪んでいます。 

月1回の心身の調整をおすすめします。 

自律心体療法

自律神経・うつ病を整体で改善する療法 
（頭蓋骨、内臓、顎、脳脊髄液、呼吸などの調整の他に栄養、ホルモン、

ストレス、カウンセリング、セラピーなども取り入れた統合施術） 

セロトニン活性療法 

脳内物質のセロトニンを増やすことに

より脳を活性化しストレス、自律神経・

うつ・パニックなどを改善します 

活法 

（日本古来の古流柔術の治療法） 

カイロプラクティック 

（背骨、筋肉を矯正し脊

椎神経の流れを整える） 

オステオパシー 

（頭蓋仙骨療法、口腔内療法、

内臓マッサージなど） 

キネシオロジー 

（東洋医学とカイロを融

合させた体の科学） 

セラピー、メンタルトレーニング
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●身体のリズム 

まずは、あなたの身体がどのようなリズムで変化しているのか説明していきます。 

 
人間の身体は１日のうちにこのように変化しています。１日の疲れが蓄積すると

身体が疲労し、ねじれて歪みが発生しますが睡眠を十分に取ることによって上の

図のように歪みが回復し、リセットされます。 

 
人間の身体には生まれながらにして、自然治癒力が備わっています。簡単にいう

と、ケガや病気を治そうとする力のことです。健康な方は身体の負担と回復する

力が同じくらいの状態です。子供や若い人ほど、この自然治癒力が常に働いてい

る状態なので回復する力が強いのです。この働きは自律神経が行っています。 
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●身体の痛みや不調の原因＝【歪み】【姿勢】 

 
人間は年齢とともにストレスや身体の負担も多くなっていきます。頭も身体も 

フルに使ってストレスが溜まっていくこともあります。 

 

仕事や日常生活の癖やライフスタイルによっても歪みが蓄積されていくことも

あります。そうすることで本来持つ、自然に健康に戻ろうとする力が 

下がってしまうのです。 

 

そしてその蓄積された様々な要素がある一定ラインを超えると・・・ 

自律神経が乱れ辛い身体の症状となり悩みの原因となるのです！ 

 

そこで登場するのが、当院で行なっている痛みや不調の原因となる自律神経 

の治療という訳です。これは身体の歪みを見ることで確認できます。 

 

今まで溜まった見えない疲れ、ストレス、歪みをこんな風にして解消していきま

す。 
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●つらい症状改善！回復までのプロセス 

 
 

１回施術することで、身体の状態が回復の方向へ向います。 

 

 
１回の施術で身体の歪みが回復しても、日常生活に自律神経を乱し身体を歪ませ

る原因がある以上、身体の良い状態は維持できず、段々と調子を落としてしまい

ます。 
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図を見て頂けると分かるように、大体一般的な歪みは３回ほどの施術で痛みを感

じないレベルに達する事ができますが、１～３回までの来院ペースが遅いと何度

施術を行っていても痛みはなくならず、同じことのくり返しになってしまう事が

多いです。 

辛い体の症状を早く取り除きたい方はまず３回までの施術をいかに早く受ける

かがキーポイントになります。 

皆さん大変お忙しいとは思います。がしかし、忙しいからこそ早く体を良くして

頂きたいと思います。 

体が辛いままだと仕事や趣味なども億劫になります。まずは３回早く来院される

事を強くお勧めします。 

●施術後の過ごし方 

・初回の施術後だけは大量の飲酒、カフェインの摂取、長風呂、激しい運動は避

けて下さい(初回の施術後にこれらを行うと、体調不慮を起こす可能性がありま

す。) 

・施術後、一時的に身体がだるくなったり、身体に違和感を感じる事があります

が１～２日でなくなりますのでご安心下さい(身体が回復へ向かう為の好転反応

です。) 

・人の体は基本的に睡眠以外に体を回復する手段はありません。 

ですから、体を効率的に回復させるため術後は出来るだけ沢山睡眠をとりましょ

う。(理想は８時間以上) 

・術後の食事は軽めにして下さい。食事を沢山とると、食物の消化に体力が消費

され施術後の体の回復にかけられる体力が少なくなってしまいます。 
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●当院で行う施術 

◎自律神経を整え、セロトニンを活性化する事で身体のゆがみや体の動きを

調整し痛みや症状の改善を目指します◎ 

症状の変化について 

①  ゆがみ、体の動き ＝ 施術後、すぐに変化がみられます。 

②  症状、痛み ＝改善までに時間がかかります。 

施術においての確認事項 

1. 整体コース（5250 円） 

（局所のみ改善して行きます。） 

2. 自律神経整体コース（7350 円） 

（全身＋局所を改善して行きます。ストレスも軽くします） 

3. 適切な刺激量よるオーダーメイド（治療時間は 15 分から 30 分くらい） 

（その日の体調や治療内容、コースにより、多少前後します） 

4. 当院の施術はとてもソフトな施術なので安心して受けていただけます。 

（触れているだけのような施術です。強い刺激を求めている方には向きま

せん。） 

5. 施術の目的は痛みをとることではなくゆがみを矯正し、可動を元に戻す

ことです。 

（自然治癒力がしっかりと働ける環境を整えます。） 

6. カウンセリングコースは、初回は行いません。（50 分 12600 円） 

 （必要と思われる方には、後日説明いたします。） 

 

症状が改善するまで全力でお手伝いします。 

なんでもご相談ください！！ 

＊1 回目は、初診料１０５０円が別にかかります。 
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『来院頻度について』 

６回～８回１クール（自律神経の場合は６ヵ月１クール）ということで、最初に

説明させていただきますが、来られる方の悩みや症状によってその頻度というの

は当然のことながら変わってきます。 

 

だいたいの目安を以下に提示しておきますので、参考になさってください。 

 

＊これはあくまでも院長の施術経験から、ベストな施術頻度を提案するときの目

安です。 

 
腰痛や肩こり（慢性の場合）・・・・週に１回程度（１～３ヶ月） 

腰痛や肩こり（急性の場合）・・・・できるだけ詰めて 

 

自律神経・・・・・・・・・・・週に１～２回程度（３～６ヶ月） 

【頭痛、めまい、耳鳴り、不眠、顎関節、内臓調整など】 

 

うつ・・・・・・・・・・・・週に 1～２回程度（６ヵ月～１年） 

 【パニック、不安、恐怖、神経症、適応障害、その他など】 

  →休職中で復職を目指す方はトレーニング期間 

週に１回程度（１年～１年６ヶ月） 

 

不妊治療・・・・・・・・・・週に１～２回程度（６ヶ月～１年） 

 

妊婦さん（痛みがない場合）・・２週に１回程度（出産直前まで） 

妊婦さん（肩、腰、臀部に痛みがある）・・・できるだけ詰めて 

 

産後の骨盤矯正・・・・・・・・２週に１回程度（１～３ヶ月） 

 

メンテナンス・・・・・・・・２～４週に１回程度（期限なし） 
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●『快適健康生活』メンテナンスのすすめ 

アメリカの予防医学の主流であるカイロプラクティックの話ですが、 

アメリカの Specialty Health Plans 社の研究によりますと、 

  

「カイロプラクティックは腰痛治療において、一般病院での医療費よりも 28 パ

ーセントコストを下げ、41 パーセント入院を減らし 32 パーセント手術を減らし

ている」との結果をだしました。 

 

さらにその研究では、カイロプラクティック治療を受けた人達の間で「カイロプ

ラクティック治療が95パーセントの支持を得ている」との結果を公表しました。 

(Archives of Internal Medicine, October 11, 2004) 

 

予防医学の必要性は長期的な目線で考えた時、健康面・金銭面で結果的にとても

良いという事を、日本の先を走るアメリカの医療現場が示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院では肩こり・腰痛などの辛い症状を改善するのはもちろんの事、さらにその

先、より高いレベルでの楽しい生活のアシストをしたいと思っています。 

一流のプロスポーツ選手たちは、自分の健康維持、能力向上の為に整体師やトレ

ーナーと専属契約しています。 

皆様も普段の生活の中で日々、仕事・趣味・育児などに追われていると知らずし

らずのうちに体に疲労が蓄積し悲鳴を上げてきてしまいます。 

辛い思いをせず毎日楽しい生活を送る為に当院で３週間～１ヶ月に１度の定期

的な体のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。 
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●よくある質問Ｑ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険は適用出来ますか？

日本で整体は保険がきき

ません。その代わり保険で

は受けられない手技サー

ビスで体を改善、ケアして

いくことが可能なのです。

(納得いくまでのカウンセ

リング、じっくり時間をか

けて施術出来るなど) 

出張施術はしていますか？ 

現在は行っておりません。 

医療費控除は適用されますか？ 

当院の施術は民間療法ですので、

医療費控除の対象とはなりませ

ん。 

個人事業主（法人の経費）の

方で、経費で落とされる場合

は大丈夫ですが、業種と科目

によるので、税務署または税

理士さんにご相談ください。

術後どのようにすご

せば良いですか？ 

痛みを感じる姿勢に

気をつけていれば普

通に過ごして頂いて

大丈夫です。 

痛みなどの症状がで

た場合は早めにお休

み下さい。 

施術を受けるのに適した時間帯などはあるのですか？

特にございません。ただ食事をした直後やアルコール

を飲んだ後はさけてください。 

『こり』は温めた方が良い？それとも冷やした方がよい？ 

基本温めた方が良いです。ただ痛みの箇所が熱を 

もっている(炎症)場合は冷やして下さい。 

妊娠中でも受けられますか？ 

心配ございません。ただし安定期、 

約１６周目から臨月に入る直前の約３５週

目まだでで、用心の為、お医者様から許可が

出ている方に限らせて頂きます。 

施術はお腹に負担の掛からないよう 

行いますのでご安心ください。 

整体コースと自律神経コースでは何が違うのです

か？                      

整体コースの施術は局所のみ改善していきます。  

自律神経コースは、全身調整＋局所を改善し辛い症

状の軽減をして行きます。ストレスを解消すること

も可能です。 
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●当院概要 

『ひろカイロ整体院』 

 

住所  ：茨城県守谷市中央 3-15-5 

 

交通  ：守谷駅から徒歩 2分 

 

連絡先 ：０２９７－４５－９６５９ 予約優先 

 

ＨＰ  ：http://www.hiro-chiro-seitai.com 

メール ：info@hiro-chiro-seitai.com 

 

休診日 ：毎週水、木曜日及び年末年始、当院指定日 

 

営業時間 ：【平日、土曜日】１０時００分～２０時００分 

【お昼休み】   １２時３０分～１５時３０分 

   

施術メニュー ： 初診料【初回施術料に加算】    １０５０円 

  ２回目以降 整体コース                ５２５０円 

         自律神経コース            ７３５０円 

         カウンセリングコース       １２６００円 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またのご来院お待ちし

ております！ 

ひろカイロ整体院は、整体・カイロプラクティックの治療院ですが、整体やカイロプラク

ティックの治療だけが仕事ではありません。 

あなた自身で、あなたの人生がより豊かに出来るようにサポートするのも仕事と定義して

います。治療はそのうちのひとつに過ぎません。 

そのため自律神経やセロトニンの勉強会やその他、人生に役立つ情報や場を提供していき

たいと思っています。 
ひろカイロ整体院のスタッフ一同は、仕事を通してあなたがココロ豊かに生きられること

を応援しています。 


