:ご予約を入れていただく前に:
前日までに完全予約制のため、以下のいずれかにて
ご予約をお願い致します。

～女性とこどものための治療室～

※原則 お子様連れでのご来院はお断りしております
（流産直後など不妊の方のご来院も多いため）

はり灸 アロマトリートメント
よもぎ蒸し 産後骨盤矯正

:予約方法:
ホームページに予約空き状況を提示しています

〒040-0011 函館市本町 17-2
ヴィルヌーブ五稜郭 3 階

ご希望日時が空いているか事前の確認をお願いします。
以下のいずれかの方法でご予約ください

PC 予約メールフォーム
(3 日前までに送信)

診療時間
10:00-13:00
15:00-18:00

日・祝
休
休

月
休
休

火
○
○

水
○
○

木
○
○

金
○
○

18:00-20:00

休

休

○

×

○

×

http://natura.main.jp
にアクセス メールフォームから送信
※24 時間以内(院のお休みを除く)に予約内容返信します
返信なき場合、お手数ですが、
お電話か LINE 公式にてお問い合わせください
。
携帯各社キャリアメールアドレス、Gmail の方は
返信がサーバーで受信拒否削除されるため
LINE 公式にてご予約・お問い合わせください

LINE 公式

ID @na89

返信メッセージにて送信でも予約可能
(名前・希望施術内容・希望日時(第 3 まで記入)
※24 時間以内(院のお休みを除く)に予約内容返信します

お電話にて(前日まで受付)

TEL

０１３８－５３－２２５５

電話受付は診療時間内となります
施術中・移動中など電話がとれない場合
留守番電話につながります
お名前・連絡先電話番号を入れてください
気づき次第、折り返しさせていただきます

土
昼休
なし
17 時
まで

《定休日》月曜・日曜・祝日
※他、講習会開催、子供の行事にて臨時休みあり
市電 五稜郭公園電停から徒歩 3 分
北陸銀行五稜郭支店お隣ビル
1 階 一位物産さん
2 階 （レストラン）Ratona（ラトナ）さん
3 階（同階）カーブスさん と 同じビル
ビル入り口は行啓通りの 1 本奥の公道に面しています
「なちゅら鍼灸院」のクリーム色の電柱広告の近く
マンション居住者専用月極駐車場の奥
丸窓の隣の自動ドア（「テナント入口」）から入り
エレベーターにて 3 階 降りてすぐ右手のグリーンのドアです

女性専門 完全予約制
:お問い合わせ・ご予約は
★～予約空きはホームページにて随時更新中～★

http://natura.main.jp
函館 なちゅら

店舗専用 LINE@

ID

@na89

専用駐車場は 行啓通りの 1 本奥の公道に面して
大東建託の茶色のアパートのお向いに 3 台分
道路に面してご用意しております
※駐車場は 3 台分のみのため
来院時のみの駐車でお願い致します
来院前後の長時間駐車はご遠慮ください
※駐車枠が狭いため 大きな車と満車の場合は
近隣コインパーキングのご利用をお願いします
（来院時お申し出あれば 1 時間分 200 円補助致します）

LINE 公式のみのお役立ち情報配信中
電話 0138-53-2255
(電話受付は診療時間内)

×

施術料金・内容
当院は健康保険扱いはしておりません すべて自費治療です
※明記時間は目安です ※各種ご希望により追加治療可能です

追加治療
一般鍼灸・マタニティに全て付け加え可能です

※すべて初回 初検料+2000 円
時間+30 分（問診・カウンセリング）

アロマトリートメント
小顔矯正・美肌鍼
なちゅら鍼灸院は女性とこどものための治療院です。
はり灸治療（ささない小児はり含む）、美顔鍼、
アロマトリートメント、よもぎ蒸し、産後骨盤矯正
の施術をおこなっています。

プハン(吸角) 10 分 1500 円
吸い玉療法 古くなった毛細血管を陰圧により強制的に内出血を
起こします。毛細血管が新しく再生する特に血流が良くなり、組
織が活性化します。痕がしばらく付きますが、その後すっきりし
ます。肩こりや背中の筋肉が硬くなった方、コリの強い方におす
すめです

特に院長は、助産院でのお産の現場での鍼灸経験と不妊鍼
灸院勤務の経験があり産婦人科領域が得意な珍しい鍼灸院
です。

はり灸治療（美顔鍼含む）
鍼（はり）の太さはたった 0.1mm 髪の毛より細く、痛みや不快感はほ
とんどありません。気持ちの良い刺激が筋肉の奥にじんわり届いて凝
りをほぐしたり、経絡に沿って心地よい響きを感じます。
小児はりは、鍼は皮膚にささず金属で経絡上をなでさするものです。
お灸は、熱を透すお灸は、当院の施すお灸はほぼひねらず、大きさ
は米粒の半分くらい、直接皮膚には火は着けず、ちっと刺激する程度
で跡を残らせません。温めるお灸はジワーッと暖かく大変気持ちの良
いものです。

アロマトリートメント
植物抽出エッセンシャルオイルをお客様のその日の状態に合わせて
ブレンドしたオイルを使ったマッサージです。
オイルの成分（香り）の吸入と筋膜マッサージの効果と精油の皮膚浸
透により精神的肉体的緊張を和らげます

※初回のみ 美肌鍼ライト体験コース 5000 円 で受けられます♪
美肌鍼初検料 2000 円+ライトコース 13000 円=15000 円の６７％
オフ！！ このチラシがクーポンになります♪ご持参ください！！
小顔矯正（20 分）5000 円 鍼をつかわず・お化粧落とさず
小顔矯正整体をおこないます 頭蓋骨・顔・首・鎖骨にアプローチ
美は健康の上になりたちます。全身調整してお顔の鍼の流れになります。
施術者によるクレンジング必要な場合+1500 円で承ります

美肌鍼ライト（70 分）13000 円 美容鍼灸一番人気！！
問診→漢方パック→全身治療（仰向け）→翡翠ローラー→小顔矯正
＜5 回回数券> 60000 円（5000 円お得）半年間有効
＜10 回回数券＞115000 円(15000 円お得) 1 年間有効

美肌鍼ミディアム（90 分）16000 円
よもぎ蒸し
よもぎを中心に数種の漢方薬を煮出し、その蒸気で特に下半身を蒸す
という韓国に数百年前から伝わる民間療法です。発汗により老廃物を
出し、腟粘膜から漢方の成分を吸収、子宮をあたため血の道を調える
ことから婦人病によいとされています。

ライトコース+うつ伏せ鍼灸
肩甲骨・首肩こり・腰痛・ストレス・不眠・幅広い心身のケアに
全身くまなく施術にてより 高い美容効果 UP
<5 回回数券>75000 円（5000 円お得）半年間有効
<10 回回数券>145000 円（15000 円お得）1 年間有効

産後骨盤矯正
当院では「産後」（出産後 4 年まで適応）にフォーカスして産後骨盤矯
正を行っています。妊娠中に骨盤、骨盤底筋が引き伸ばされ、内臓を
正しい位置に動かしてから骨盤ベルトを着けないと意味がありません
。その場合は人による矯正も必要です。産後の尿漏れ、便失禁ありま
せんか？ 妊娠 出産 産後の生理を理解している施術師の無理ない
産後骨盤矯正を体験されてください。

現金 他 各種クレジットカード PayPay 払い対応

（10 分単位）1500 円
(20 分)首～腰 （60 分）全身
(10 分)脚表／脚裏／腕／デコルテ・頭

鍼灸
A.鍼灸 5000 円（60 分）
B.マタニティ 5000 円(60 分)炭酸水足湯付
A.B.共に回数券
<5 回回数券>24000 円(1 回 4800 円）1000 円お得 半年間有効
<10 回回数券>45000 円（1 回 4500 円）5000 円お得 1 年間有効

小児 2000 円(15 分)
小学生～学生(学生証提示 20 歳まで)4000 円(30 分)

よもぎ蒸し（45 分）3000 円
※妊婦：20 週以降、逆子・安静指示・張り止め処方ない方
※生理出血のある時期は避けてください

小顔矯正（20 分）

5000 円

鍼をつかわず・お化粧落とさず 小顔矯正整体をおこないます
頭蓋骨・顔・首・鎖骨にアプローチ

産後骨盤矯正 (10 分)1500 円
産後に特化 妊娠・出産の生理のわかる鍼灸師が行います
(出産後 4 年まで適応)母子手帳

予約変更・キャンセルポリシー
当院は 1 人に診れる人数が限られているためキャンセル待ちの
方もございます。ご予約変更ご連絡はお早めに！ご予約前日まで
のキャンセルはキャンセル料をいただきませんが・・・
＜ご予約当日のキャンセルについて＞
お約束の 2 時間前までのキャンセルは治療費に半額をいただきます
お約束の 2 時間以内または無断キャンセルは治療費全額をいただきます
遅刻や無断キャンセルの多いお客様は、他のお客様のためにご予約をお
断りすることがあります

潜在意識アロマ®セッション
魂の望みを潜在意識に尋ね叶えていきませんか？あなたのための
アファメーション（未来宣言）アロマストーン、アロマスプレー
を作りプレゼントします
(90～120 分) 5000 円

