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Cosmos Health Clinic 2019.10(B)

コスモス治療院

コスモス式美容鍼

コスモス式痩身

コスモス式整体

カイロプラクティック

月曜日 １９：３０～２４：００
火～木 ２２：００～２４：００
金 ・ 土 ８：００～２４：００

診療時間

健康で美しく若返り予約制

休診日 日曜日

通常３０分コース 2,750円×３回＝8,250円がなんと
※ 美容鍼ご希望の場合は１回につき別途 510円かかります

※ 月内にご利用できなかった場合は１回分に限り、翌月に繰り越すことができます
１回当り 1,833円

34％ＯＦＦ

月３回３０分コースが受けられます

森 正樹 Masaki Mori
佐賀県出身 うし年 うお座 A型
父の病気をきっかけに現代医学の限界を感じ鍼灸師となる
国際中医師 国際鍼灸師 鍼灸師 美容鍼スペシャリスト
カイロプラクター 救命技能認定 合気道四段
趣味：絵手紙 バイク ダイビング カヌー サイクリング ランニング
武道：合気道 柔術 柔道 空手 剣道

院長プロフィール

コスモス治療院の登録商標

拡大地図

●
門下町

▲鈴木駐車場左折

▼コスモス治療院 周辺地図

１２２

ゲオ

▲入口から５番目 ▲奥から５番目

コスモス治療院

▼駐車場入口（垣根がある）

コスモス治療院 検索

今すぐアクセス！

埼玉県川口市安行慈林 ６２５－１７
SR 新井宿駅 ２番出口 徒歩１０分

川口店

中野店

駐車場有

西武新宿線 新井薬師前駅 北口 徒歩７分 駐車場有

090-2524-5442

※ キャンペーン情報はホームページをご覧ください

03-5942-8180
東京都中野区松が丘１－３３－１５ アリススポーツクラブ

Cosmos Health Clinic

健痩 コース 健康＋瘦身 90分 6,500円

健美 コース 健康＋美容 90分 7,010円

痩美 コース 瘦身＋美容 90分 8,010円

フル コース 健康美容瘦身 120分 10,010円

健康／痩身 60分 5回券 8%OFF 25,500円

健康／痩身 60分 10回券 13%OFF 48,000円

美容 60分 5回券 8%OFF 27,550円

美容 60分 10回券 15%OFF 51,100円

健痩 90分 5回券 8%OFF 30,000円

健痩 90分 10回券 14%OFF 56,000円

健美 90分 5回券 10%OFF 31,550円

健美 90分 10回券 15%OFF 59,600円

痩美 90分 5回券 10%OFF 36,050円

痩美 90分 10回券 15%OFF 68,100円

フル 120分 5回券 10%OFF 45,050円

フル 120分 10回券 15%OFF 85,100円

お勧めコース

※ オプション 美容灸／超音波：510円 電気美容はり：1,020円

※ 同居家族は、回数券の共有可能

けんび

けんそう

そうび

※ 有効期限は、５回券：６ヶ月 １０回券：１２ヶ月

※ 痩美コース／フルコースには美顔マイクロカレントは付きます

★ 小顔矯正：顔のゆがみ矯正・小顔・ファイスリフト

★ 美顔マッサージ ：リフトアップ・小ジワ・しみ・くすみ改善

★ リンパドレナージ ：デトックス・水分代謝・むくみ改善

★ 美容鍼： 美肌、たるみ・しわ・しみ・くすみ・ニキビ改善

そう しん

30分 60分

30分 60分

30分 60分

★ マッサージ ・整体 ：脊柱矯正・骨盤矯正・ほぐし・癒し・鎮痛

★ はり 灸 ：鎮痛・治癒促進・血流改善・老化防止

★ 足 裏 ：癒し・疲労回復・冷え改善・むくみ改善

★ 物理療法 ：マイクロカレント ・超音波療法・干渉波療法・

低周波療法・吸玉療法・アクチベータ

★ 骨盤矯正 ： 下半身太り解消・代謝亢進・痩せるからだに改善

★ 痩身マッサージ ： くびれ・脂肪燃焼・デトックス

★ ダイエット鍼 ： 内臓強化・水分代謝・太らない体質改善

★ 耳つぼ ： 食欲コントロール・ホルモンバランス

★ EMSダイエット ： 寝ながら電気刺激運動・基礎代謝向上

※ 初診料 1,100円

のぼり

【 車 】
首都高速川口線（新井宿出口）赤山交差点 西友川口赤山店近く

県道１６１号鳩ヶ谷越谷線からセブイレブンとゲオの間の道へ曲がり左側の鈴木駐車場を左折し奥の垣根

のある駐車場入口を入りピンクのぼりがコスモス治療院駐車場 （２台：９番・２０番）

【電車】
SR埼玉高速鉄道（南北線） 新井宿駅 ２番出口（徒歩１０分）を左へ道なりに進みセブイレブンとゲオの間

の道を右折し鈴木駐車場を左折し突当たりピンクの家

【バス】
国際興業バス 鳩ケ谷公団住宅（西川０１：西川口駅東口から２４分 ／川１８：川口駅東口から３１分／

赤２１：赤羽駅東口から３１分 ）

バス停から徒歩６分 鳩ケ谷公団住宅を突き抜け左側の階段を降りて左折し２つ目のミラーを右折し道なり

進み、ときわ木整骨院を左折し鈴木駐車場を右折し突き当たりピンクの家

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/cosmos/
cosmos-c@cam.hi-ho.ne.jp

QRコードでLINEの「友だち追加」３０分コース無料クーポンプレゼント！
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１．問診・姿勢分析 ～ 初診時 ～

問診・脈診・舌診により東洋医学的な診かたにより一人一人の体質を診

断し、姿勢分析や脚長調査により体のゆがみ等を診察します。

２．整体・マッサージ療法

カイロプラックティックによる骨盤・脊柱の機能異常、それにかかわる筋肉、

神経を調整します。スラストといわれる矯正とマッサージにより治療します。

リフレクソロジー（足裏反射）も行います。

３．運動療法

関節モビリゼーション、筋エネルギーテクニック、ストレッチ、PNF（固有受

容性神経筋促通法）など症状により運動療法を行います。

４．はり灸療法

はり療法、電気鍼、火鍼、置鍼（皮内鍼、円皮鍼）、刺絡療法、きゅう療法、

くるみ灸、耳灸など症状によりはり灸療法を行います。

５．物理療法

微弱電流療法（ＭＣＲ）、干渉波電流療法（IF）、電気刺激運動療法（ＥＭ

Ｓ）、吸玉療法、アクチベータなど症状により物理療法を行います。

６．頭蓋骨仙骨療法

クラニアルマニュピュレーションにより頭蓋骨仙骨療法を行い脳脊髄液の

還流をよくし健康なからだにします。

７．セルフケア

一人一人の症状に合った体操や姿勢の指導、体質に合った薬膳の指導

を行います。

１．問診・顔のゆがみ分析 ～ 初診時 ～

問診・脈診・舌診により東洋医学的な診かたにより一人一人の体質を診

断し、顔のゆがみ等を診察します。

２．小顔矯正

顔のゆがみ、たるみを頭の骨や関節の矯正、頭皮や筋肉に対する手技

よりリフトアップし小顔にします。

３．美顔マッサージ

顔面のつぼを使った美容推拿（すいな）をベースにしたファイシャルトリー

トメントにより気血・リンパ・水分の流れを調整し、しわ・たるみを改善して

小顔にします。

４．美容鍼

顔のつぼに直接はりを刺し細胞レベルで活性化する美容鍼により、たる

み・しわ・しみ・くすみを改善し劇的若返ります。

５．頭蓋骨仙骨療法

クラニアルマニュピュレーションにより頭蓋骨仙骨療法を行い脳脊髄液

の還流をよくし美しくします。

１．問診・骨盤のゆがみ分析 ～ 初診時 ～

問診・脈診・舌診・腹診により東洋医学的な診かたにより一人一人の体

質を診断し、骨盤のゆがみ等を診察します。

２．骨盤矯正

カイロプラクティックの手技よる矯正と、SOTブロックを使った自分の体重

により骨盤矯正し痩せるからだにします。

３．痩身マッサージ

内蔵マニュピュレーションによる内臓機能強化と、もみだしにより脂肪燃

焼、血液循環とリンパの流れを促進します。

４．リンパドレナージ

リンパドレーナージにより老廃物や余分な水分を排泄（デトックス）し気に

なる腹部やウエストをサイズダウンします。

５．ダイエット鍼・耳つぼ

ダイエット鍼により水分代謝・ホルモン・内臓機能の失調したバランスを

整え代謝を亢進することによりダイエットします。耳つぼにより食欲をコン

トロールします。

６．EMSダイエット

EMS（電気刺激運動）により寝ながら電気で筋肉運動しダイエットします。

７．頭蓋骨仙骨療法

クラニアルマニュピュレーションにより頭蓋骨仙骨療法を行い脳脊髄液の

還流をよくし痩せるからだにします。

『健康』は、東洋医学をベースに１人１人の体質に合った整体・マッサージ

やはり灸療法・足裏・物理療法による施術にて失調したバランスを整え

健康で美しい"健 美"からだにします！

『美容』は、手技による小顔矯正・美顔マッサージ・リンパドレナージと

美容鍼により細胞レベルで活性化し、たるみ・しわ・しみ・くすみを改善

し劇的な"若返り"を実現します！

『痩身』は、骨盤のゆがみを矯正し、痩身マッサージ、リンパドレナージ、

ダイエット鍼、耳つぼ、EMSにより "キレイ痩せ"を実現します！
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■小顔
美顔マッサージ・小顔矯正による顔のゆがみ矯正と美容鍼による表情筋
刺激によりバランスを整え小顔美人
■たるみ
美顔マッサージのリフトアップ手技と美容鍼により、たるみを引き上げリフ
トアップ
■しわ
美顔マッサージによるつぼ刺激と美容鍼により皮膚の組織再生とコラー
ゲン生成活性化でしわ取り
■しみ
美容鍼による新陳代謝が促進・皮膚のコラーゲン生成活性化でしみ改善
■むくみ
リンパドレナージによるデトックス（毒素排泄）と美容鍼による水分代謝亢
進でむくみ改善
■ニキビ
美容鍼によるにきびの原因の体質改善
■乾燥肌
オイルマッサージで乾燥肌改善と美容鍼により皮膚のコラーゲン生成で
うるおい
■くすみ
美顔マッサージと美容鍼により細胞を活性化して若返り

■ダイエット

痩身マッサージにより理想のボディにスリム化しダイエット鍼で内臓強化し

太らない体質に改善

■くびれ

痩身マッサージにより脂肪をもみだしリンパドレナージでデトックス（排泄）

しくびれ復活

■食欲抑制

耳つぼにより、食欲を抑制し無理なくダイエット

■運動代謝

EMSで寝ながら電気刺激運動で運動代謝と基礎代謝向上

■セルライト

ダイエット鍼に電気を流し細胞の活性化によりセルライト改善

■下半身太り

骨盤矯正・SOTブロックにより骨盤のゆがみを整え下半身太りもスッキリ

解消

頭 痛 ニキビ セルライト

※ その他どんな症状でも一度

ご相談ください。

自然治癒力を高め、失調した

からだのバランスを整えます。

マッサージ はり・きゅう

むくみ

むくみ

くびれ

セルライト


