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放っておくと危険な
「巻き爪」や「外反母趾」
話題の“足指ソムリエ”が改善
　「足や爪の形がコンプレックス」「足が痛くておしゃれな靴が
履けない・・・」等は早めの手当を。外反母趾や巻き爪を、自分
で矯正や爪を切るなど無理やり対処して悪化させる人が多く、
脚をかばう歩き方によって“不格好なO脚”や寝たきりといった
重大症状に発展することも・・・。外反母趾・巻き爪施術の講師
として他院の院長先生にも教えている木方さんのもとへは、沖
縄・広島・静岡からもわざわざ通う人がいるほど。「足指ソムリ
エ」としてTVでも紹介されている木方先生にまずは気軽に相
談してみて！

重度な外反母趾から軽度な外反母趾・巻き爪・足の痛み・むくみ など

TVでも紹介された「足指ソムリエ」
の木方先生。足の専門家なので、
矯正後の正しい姿勢指導もしてく
れる。

異変や違和感を放置すると症状が悪化し、痛みやコンプレックスに。
後悔する前にまずは気軽に相談をしてみて。

シティライフ福袋特典
新規の方・初回限定「シティライフを見た」と予約で
各メニューがいつもの特典より1,000円お得！
①外反母趾矯正が特別価格に！ ②巻き爪矯正が特別価格に！

3,300円片足（30分）  8,600円　 8,000円1指　15,000円　
11,000円2指　26,000円　

無料初診料（①②）　1,100円　

両足（60分）16,200円 7,100円
詳しくはWEBでチェック！　※要予約　（1月末まで）
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茨木市舟木町5-3　シャルマン・コートモーリ1F
営／11時～14時、17時～22時
（土曜 9時～12時、16時～19時）
日曜祝日・水曜午後 定休

［茨木］大阪外反母趾センター
大阪巻き爪フットケア専門院
（ありがとう鍼灸整骨院内）

巻き爪専用HP
http://osaka-makidume.com/

外反母趾専用HP
http://www.kikata.info/

1度目の施術で痛みの
解放を感じる人がほとんど
大阪初「インベントプラス療法」は認定講師のみが行え
る特許施術。その特徴は矯正力が高く、重度な巻き爪も
改善でき、再発しにくいこと。他の施術方法ではダメだっ
た人も来院しており、遠くは大分から通う人もいるほど。

歩けないほどの痛みでしたが、一回目の施術で指の
痛みがなくなり、歩いて帰ることができました。数回
通い変形爪も正常形へ戻り、今ではオシャレな靴も
履けて、自分の足が好きになりました。（40代女性）

近畿圏初の矯正法
痛みの少ない手技療法
同院が行う手技による施術は、それぞれの症例に合
わせた施術なので、痛みが少なく•施術効果が大きい
のが特徴。72,000人もの施術経験をもとに、改善ま
でをサポートしてくれる。
外反母趾を長年治療せずに我慢しているうちに
腰や背中にも違和感がでるように。足を調整して
いくようになって足の痛みや肩腰の痛みまで改善
されました。（30代女性）

若く見られがちだが41歳。親しみやすく優
しい先生。不妊治療は得意分野で、勉強
会でも講師をつとめる。

不妊治療をしています。
漢方薬にはどんな効果がありますか？

漢方薬を組み合わせることで
妊娠しやすい体を作ります。

今月のテーマは「不妊治療と漢方薬」。漢方薬局
柚花香房の井上先生にお話をお伺いしました。

　血を増やしたり巡りをよくしたり「腎」を強くすることで妊娠
しやすい体を作っていきます。また色々な漢方薬、自然薬を
時期に応じて組み合わせることで、子宮、卵巣、内膜など特
定の部位を強化することができます。

漢方薬局柚花香房 
薬剤師、国際中医師
井上 貴文先生

症状は同じでも原因は一人
ひとり違います。その時の状況、
体調などを細かく見て、その人に
最適な漢方を選んでいます。

・ホルモンバランスを整える　・血流をよくし冷えを改善

・子宮内膜を厚くする　　　 ・卵の質をよくする

・高刺激による採卵数を増やす

・着床しやすくする

カラダの
調子を整える

206-6151-2491 

豊中市寺内2-2-22 シャトーエデン109
営／月～金　9時～19時半
　　土　9時～18時　 
日曜・祝日定休

春風漢方薬局　で検索

漢方で「妊娠する力」「出産する力」を高める
「アトピー」や「自律神経失調症」にも高相性
　女性ホルモンの分泌を整えたり、卵の質を
高めるなど不妊症と漢方は驚くほど相性がい
い。身体への負担もなく西洋医学との併用も
可能で、女性が持つ妊娠力を引き上げる。西
口先生は自ら漢方でアトピーを完治させた経
験を持つこともあり、患者目線にたった親身な
対応が評判。アトピーや自律神経失調症など
も、幅広い症状に対応してきた経験から根本
原因を見極めて改善へ導いてくれる。

［緑地公園］
春風漢方薬局

不妊症・アトピー・花粉症・頭痛・肩こり・生理痛 など
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　煎じ薬、粉薬の調合も行う北摂でも数少ない漢方専門薬
局。季節ごとの体調相談から難治性の疾患まで幅広く対応。原
因を見つけ出し、生活を見直し自分でコントロールする方法まで
教えてくれる。「ここに来て本当に調子が良い」との声が多いの
は、患者と向き合い本当に適したものを選んでくれるからこそ。

柚花香房　で検索。

子宝相談は評判で同店の
得意分野。40代の実績も
多く、関東・東北地方から通
う方もいるほど。詳しくはホ
ームページで。

不妊症、慢性じんましん、うつ･パニック
体調相談から難治性の疾患まで

冷え症、ＰＭＳ、頭痛、耳鳴り、しびれ、緑内障、脊柱管狭窄症 など

206-6816-9677
漢方相談は電話でご予約を　http://wu-xiang-dou.co.jp

吹田市山田西3丁目57-20　
ピアパレス王子101
営／平日9時～19時、水曜9時～13時
　　土曜9時～17時
日・祝定休　年末年始12/29～1/4休み　
駐車場2台あり

［吹田］ 漢方薬局 柚花香房
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薬剤師、国際中医師の資格を持つ井上先
生夫妻。店内はアロマの香りただよう落ち
着ける雰囲気。

高槻市駅

高槻センター街

松坂屋

日住

ASA高槻ASA高槻

西口
ＪＲ高槻駅

JR高槻駅
西口すぐ  2072-685-5414

http://takatsuki-ikoi-chiryouin.jimdo.com/

高槻市上田辺町2-12　
VIVID BLDⅡ（ヴィヴィッドビルドツー）
（旧てらもと第2ビル）
受／9時～20時　完全予約制　
日曜、祝日休診

［ 高槻 ］ いこい治療院

日曜　9時～13時
【側弯症 特別外来】

　「装具や手術をしなくても側弯は改善されます。このことは、今
まで他の治療法は科学的根拠がないとして医学会では認めてき
ませんでした。しかし、ドイツの理学療法士が適切な施術や運動
で改善することを実証しました」と山田先生。すべての病気には
必ず「原因」があり、機械でも故障の原因がわからなければ治ら
ないのと同じように子どもに起こる側弯症にも原因があるという。
根本原因を取り除かずに、いくら早期発見して定期検査を続け
ても進行は止められないようだ。「適切な施術と日常生活で注意
をすれば側弯は改善されます。将来あなたの大切なお子さんが
悲しい思いをさせないためにも、側弯と気づいたら、今すぐきちん
と対処しましょう」。詳しくはホームページから確認を。

● 初検料・・・・・・・・・・・・・1,000円
● 施術料・・・・・・・・・・・・・3,000円
● 指導料・・・・・・・・・・・・・2,000円

Menu

子どもの背骨が曲がる
「側弯症」でお悩みの方へ
日曜『側弯症、特別外来』開設

頭痛、腰痛、関節炎、だるさ、疲労感 など

206-6151-4773 http://seitai-ren-toyonaka.com/

豊中市岡町北3-6-21
営／9時～13時
 　15時～20時
予約制　
木曜午後・日・祝定休　専用Ｐ有
12/29～1/4まで休み

阪急岡町駅より徒歩約7分
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［豊中］ 回復整体 漣
「シティライフを見た」で初めての方限定
● 初診施術料
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円→2,980円
※2回目以降　10,800円　
※短期集中改善プログラム利用で割引あり
（1月17日まで）

特　典

　「いつまで通ってもよくなる気がしない」「楽になるの
はその時だけ」「もう治らないかも」そんな悩みがある方
は年間２３００人以上が通う大人気の同院へ。「諦め
ていた痛みが楽になった」「先生の指導で、自分で痛
みを楽にできるようになった」と喜びの声が多数。ま
た、自分で自分の体をケアする為に運動指導し再発
予防にも力をいれてい
る。今の状態の改善
だけでなく、自分自身で
体をよくしたい方は今
すぐ電話をしてみよう。

１年以上腰痛で
悩み続けているあなたへ

腰痛・ヘルニア・脊柱管狭窄症・膝痛  など

36,720円 3,780円
（1月17日まで）

シティライフ福袋特典

腰痛改善スタートパック
初診料＋通常施術料3回

利用者の声
約１年半前は他院に通っていま
したが、そのとき楽になっていた
が、数日で戻っていました。でも、
漣に通って日常生活などのスト
レッチを教えていただき、他院よ
り改善できた　 （44歳　女性）


