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プロに
ゆ だ ねて
健康に
な ろう

カラダの悩みは
スペシャリストに
おまかせ

12

腰 痛・肩こり はおまかせ！！
私自身、
ラグビー選手時代に膝の手術を5回経験したことか
ら、身体の使い方 の重要性を感じました。同院では腰痛や肩こ
りに効果的なツールを完備し、
その人の症
状に合わせたオリジナルメニューを組んでい
ます。 正しい身体の使い方 で症状を和ら
げ、趣味や旅行など人生を楽しめる身体づ

カラダの 不 調をそのままにしておくと、さらに悪 化させてしまうことも。

くりを一緒に頑張りましょう
！

それぞ れの 悩 みを改 善してくれるスペシャリストにまず は相 談してみましょう。

Locoﬁ-Life
院長

勝浦 聡 先生

姿 勢 矯 正・腰 痛 はおまかせ！！

検査値に異常のない不調はおまかせ！！

「卵の質」を高めるお手伝いはおまかせ！！

病院に行って検査をしてもどこにも異常がないのに体調不良で悩

当店では、病院に5年間通院され遺伝子・受精卵が悪く妊娠は

現役トライアスリートの視点からムダのないトレーニングをお伝

まれている方は多いと思います。西洋医学的に異常がないだけで、

無理と言われた方や、多のう胞性卵巣や内膜の状態が極端に

えし、治療を必要としない身体作りをサポートします。私もヘルニ

東洋医学から診れば原因がしっかりとあるケ

悪く産めないと言われた方々が漢方の服用で元気な赤ちゃんを

アを経験したので、痛みを伴う日常

ースがよくあります。西洋医学が局所的に診

自然妊娠されています。オーダーメイドの子

の辛さがよくわかります。まずは今あ

断するのに対し、東洋医学は体全体を診て、

宝漢方で赤ちゃんを育みやすい母体に整え

る痛みをしっかり取り除き、根本から

不調の原因がどこにあるかを探っていきます。

るサポートをします。

の解決を目指しましょう
！

漢方薬局柚花香房

幸治鍼灸整骨院

国際漢方 茨木薬店

薬剤師・国際中医師
井上 貴文 薬局長

院長

戸田先生

アトピー はおまかせ！！

外 反 母 趾 はおまかせ！！

立川 幸治 先生

外 反 母 趾・巻き爪など足 指 はおまかせ！！

外反母趾や足の痛みを放置しないでください。お洒落な靴が

アトピーは、体の内にある原因から起こる病気です。
まず、体質な

履けなくなるだけでなく、旅行や外出が出来なくなります。60代ま

どカウンセリングでお聞きした内容と、舌の状態など実際に出てい

楽にならない方のための足指専門の整体院です。外反母趾や

手術するのは、
ちょっと待ってください！色々試してみたけれど、

での外反母趾は、正しい歩き方と矯正を合

る症状から体の中で何が起こっているかを分

巻き爪など手術しかないと言われた方の改

わせてしていくことで改善できますので、諦

析します。
それから体質に合った漢方薬に加

善事例もたくさんあります！当院は「諦めの

めないで下さいね。手術せずに改善したい

え食事や睡眠時間などの生活習慣のアドバ

悪い整体院」
です！一緒に頑張りますのでぜ

方は、
ご相談ください。

イスをさせていただき改善へと導きます。

ひご相談下さい。

春風漢方薬局

整体王国

薬剤師・国際中医専門員

西脇 先生

不妊症(男性・女性)、更年期障害、PMS、慢性蕁麻疹、緑内障 など

慢性的な腰痛、肩こり、頭痛…
全身調整ですっきり改善へ

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。

「首や肩が慢性的にこっている」
「腰の痛みで前か

バセドウ病、橋本病、
リウマチ、掌蹠膿疱症、白斑、潰瘍性大腸

がみになるのがつらい」
と悩んでいる方におすすめ！同

炎など自己免疫疾患の根本改善に取り組む。原因を見つけ出
し、状態に合わせた処方で改善に導く。
「長年悩んでいた症状が
良くなった」
との声も多く、紹介で遠方からも相談におとずれる。

【取扱商品（一例）】
婦人宝

滋腎通耳湯

ワタナベオイスター

バイオリンク

たんぽぽ茶ショウキ T−１

薬剤師・国際中医師の資格を持つ井上
先生夫妻。予約制のため落ち着いて相談
できる。

柚花香房

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 駐車場2台あり
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漢方相談は電話でご予約を !""#$%%&'()*+,-(./'01/02#

床障害」
・
「婦人病」
・
「男性不妊」などを改善し、赤ち

ック。筋肉・関節・内臓を医学的知識に基づき調整する
ことで身体の不調を改善。頭の骨も調整するので頭痛
が和らいで寝つきが良くなった！
との声も。
さらに身体を

ない効果を表すという。高齢や長期治療で体調を崩し、懸念
されている方や、自然妊娠を希望の方に漢方のプロ（不妊

正しく使うためのエクササイズを

トピー性皮膚炎、自律神経、体調不良、物忘れ、健康長寿、癌

改 善 エピソード

取り入れて効果を持続させ、
痛み
のない日常が送れるよう指導して
様々なトレーニング用具を
取り揃えている。

Locoﬁ-Life〈ロコフィライフ〉

国際漢方

茨木薬店

茨木市真砂1-11-35
（平和堂1F）
無休 相談/10時〜18時
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漢方アドバイザー）は心強い味方。元気な赤ちゃんを多くの 漢方瑞雲 高槻薬店
皆さんが授かり、喜ばれているとのこと。子宝はもちろん、
ア

一人ひとりを院長がマンツーマンで施術。痛みのない日常
が送れるようサポートしてくれる。

［吹田］
フィットネススタジオ

（上）
高槻薬店
は大阪で唯一
「あなたの町の
国際中医師 」
（上）茨木薬店は女性の漢方アドバ
に掲 載された
イザー戸田先生が優しく親身に相談
藤本先生。
にのってくれる。

ゃんを育みやすい体質に整えることは、化学治療に遜色が

の食事療法など諦めないで一度相談してみては。

認定資格を持つ勝浦院長がマンツーマンで全身をチェ

ぜひ訪れてみては。

「子宝相談で1人目も2人目も
元気な赤ちゃんを妊娠しました」
赤ちゃんが欲しい方、1人目も2人目もその人に合

院は、
理学療法士、
アスレティックトレーナー、
他多数の

くれる。疲れが溜まるこの時期、

不妊漢方アドバイザー・体調不良、免疫（免性細胞）など

った「オーダーメイドの子宝漢方」で「卵の質」
・
「着

木方 功 院長

腰痛・肩こり・頭痛・骨盤の歪み・猫背 など

甲状腺、リウマチ、乾癬など
自己免疫疾患の漢方治療

［吹田］漢方薬局

大阪外反母趾センター
（ありがとう鍼灸整骨院内）

西口 先生

高槻市芥川町1-11-1
（JR高槻徒歩3分）
水曜・講習会日休 相談/10時〜18時
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※各店、
予約制の為相談前に一度連絡を

吹田市高野台1-4-2 2F
営／平日 9時〜21時
（木は12時まで）
土曜 10時〜18時 Pあり
日曜、祝日、
お盆、年末年始休み
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左足に体重をかけると腰に痛みがでて、腰が
引けて変な歩き方になっていました。でも１回
の施術で痛みなく歩けるようになったんです。
その後も数回通い、
日頃の注意点を教えても
らったりエクササイズを指導して頂いて、今は
痛みもなく快適に生活できています。
（60代、女性）

Menu
● パーソナルセッション

初回
（75分）
・
・
・
・
・
・
・7,500円
2回目以降、パーソナルセッション
（60分）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・6,000円

●

特

典

「シティライフを見た」
で

● パーソナルセッション
（75分）

・
・
・7,500円→3,000円

（12月末まで）

CityLife はココに設置しています！
設置場所の情報はwebからご覧いただけます。
右記QRコードかホームページからチェックすることができます。
CityLife で検索

