
プリペードカードをご購入いただいた方には「プリペイド価格」を適用いたします。
全コースお得な価格でご利用いただけます。

●プリペイド・・・・・・・・・・￥20,000 ・￥40,000

プリペイド割

・治療期間中及び出産時のコメントにご協力いただける方に限ります。
・プリペイドカードをご利用いただいている方に限ります。

・治療プラン通りのご来院＆ご自宅でのセルフケアを行われる方に限ります（妊活の方）。

妊娠を望まれる方＆妊娠された方

●セルフケア指導（お灸の使い方やストレッチ等）
●セルフケアツール（お灸、アロマオイルなど）購入10％OFF
●40分コース・・・・・・・・・・・・・・800円OFF
●60分コース・・・・・・・・・・・1,000円OFF

妊活＆マタニティサポート

・治療期間中のコメントにご協力いただける方に限ります。
・プリペイドカードをご利用いただいている方に限ります。

3歳児（4歳のお誕生日）までの子育て中の方

●産後骨盤矯正3回コース 18,000円▶14,000円
●セルフケア指導（お灸の使い方やストレッチ等）
●セルフケアツール（お灸、アロマオイルなど）購入5％OFF
●40分コース・・・・・・・・・・・・・・800円OFF
●60分コース・・・・・・・・・・・1,000円OFF

ママ＆パパサポート

当院の治療にご満足いただけましたら、ご家族やお友達をご紹介ください。

●初診の方・・・・・・・・・・・・・・初回　初診料無料＋治療費30％OFF
●ご紹介者さま・・・・・・QUOカード（500円）進呈

ご紹介特典

治療院ハレノヒでは、治療を通じて
より多くの方の健康をサポートしたいと考えています。

そこで、継続してご来院いただきやすいようにサポートや特典をご用意いたしました。



＊鍼灸治療をされる場合、健康保険を適用される場合は上記料金より1,000円引きとなります。(医師の同意書が必要)
＊時間外治療をご希望の場合は施術料金プラス10分ごとに1,000円追加となります。

初診料
● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回カウンセリング+検査 ¥2,000 

育毛・頭皮ケア
●

●

●

育毛鍼灸
頭皮洗浄
育毛鍼灸×頭皮洗浄

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50分 ¥5,500 ¥5,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90分 ¥10,300¥9,500

プリペイド価格

ヘッドスパ
● リフレッシュコース
頭皮・毛髪の洗浄・ストレス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,500 ¥4,000

● エイジングコース
お顔のたるみ・不眠・ストレス・目の疲れ・頭痛・毛髪の痛み・疲労暖和・むくみ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50分 ¥5,500 ¥5,000

プリペイド価格

● 美容鍼（お肌の悩みを根本的に解消、エイジングケア）・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 4,500
オプション

アロマフェイシャルエステ
●

●

●

●

●

カジュアルコース（美肌のための基本ケア）

ベーシックコース（お肌の悩みを解消するケア）

スペシャルコース（年齢肌に対応したケア）

ブレンドオイル ホームケア
中身詰替（ブレンドオイル ￥１,500 ／ 化粧水 ￥1,000）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60分 ¥6,000 ¥5,500

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80分 ¥8,000 ¥

¥

7,500
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥3,500

プリペイド価格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30分 ¥2,500
20分 ¥2,000

●

●
よもぎ蒸し
アロママッサージ（1部位）

オプション

アロマオイルマッサージコース
●

●
カジュアル（2部位）

ベーシック（上半身 or 下半身）
・上半身（背中～お腹～上肢～デコルテ）
・下半身（首肩～背中～下肢）

トータル（全身）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
60分

90分 ¥ ¥9,500 8,500

¥ ¥6,000 5,500

プリペイド価格

●

美容
● まつ毛パーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70分 ¥4,500 ¥4,000

プリペイド価格

料 金 表



＊鍼灸治療をされる場合、健康保険を適用される場合は上記料金より1,000円引きとなります。(医師の同意書が必要)
＊時間外治療をご希望の場合は施術料金プラス10分ごとに1,000円追加となります。

初診料
● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回カウンセリング+検査 ¥2,000 

美容鍼
●

●

●

●

●

●

美容鍼×フェイスマッサージ
美容鍼×鍼灸治療（部分）

美容鍼×鍼灸治療（全身）

プレミアム美容鍼（リフトアップ美容鍼 × フェイシャルエステ）

リフトアップ美容鍼（電気）

リフトアップ美容鍼（電気）×フェイスマッサージ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

60分

45分
70分

¥6,000 ¥5,500
¥ ¥60分

80分
6,000 5,500
¥ ¥9,500 8,500

¥8,000 ¥7,500
プリペイド価格

・・・・105分 ¥14,000 ¥13,000

¥10,800 ¥10,000

女性の不調ケア
●

●
鍼灸
鍼灸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
60分 ¥ ¥6,000 5,500

プリペイド価格

妊活～産後ケア

●

●

●

鍼灸
コンディショニング
逆子治療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
40分
60分 ¥ ¥7,000 6,500

¥ ¥4,800 4,500

プリペイド価格マタニティケア（安心して出産するための心と体づくり）

●

●

●

鍼灸
鍼灸
総合治療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
60分
60分 ¥ ¥6,000 5,500

¥ ¥6,000 5,500

プリペイド価格妊活 ・ 不妊治療（妊娠するための身体づくり）

●

●

●

鍼灸
産後骨盤矯正
産後骨盤矯正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500
1回
3回¥18,000

¥ ¥6,000 5,500

プリペイド価格産後ケア（楽しく育児ができる心身のケア）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30分 ¥2,500
20分 ¥2,000

●

●
よもぎ蒸し
アロママッサージ（1部位）

オプション

料 金 表



初診料
● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・初回カウンセリング+検査 ¥2,000 

＊鍼灸治療をされる場合、健康保険を適用される場合は上記料金より1,000円引きとなります。(医師の同意書が必要)
＊時間外治療をご希望の場合は施術料金プラス10分ごとに1,000円追加となります。

スポーツケア
● スポーツケア（高校生まで） ¥3,240 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

全身のコリや疲れ・ストレス
● コンディショニングコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40分 ¥4,800 ¥4,500

¥ ¥60分 6,000 5,500
¥ ¥80分 8,500 8,000

プリペイド価格

姿勢の歪み改善／腰痛・慢性的な心身の不調
● 総合治療 ¥6,000 ¥5,500・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

治療法はカウンセリング後、症状に合わせて決定していきます。
日本伝統療法・カイロプラクティック・骨盤矯正・鍼灸・マッサージ・KYテクニック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30分 ¥2,500
20分 ¥2,000

●

●
よもぎ蒸し
アロママッサージ（1部位）

オプション

よもぎ蒸し
プリペイド価格

●

●

●

よもぎ蒸し
施術併用の場合
回数券（11回分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30分～40分 ¥3,500 ¥3,000
30分
¥30,000 (1回約￥2,727)

¥2,500

よもぎの種類

生理不順
生理痛
不妊など

婦人科系疾患

益母草
陳皮

ローズマリー

ツヤ
ハリ
うるおい

美肌・美白

松葉
九節草

脂肪燃焼
デトックス

ダイエット

とうもろこしのひげ
ドクダミ
車前草

料 金 表


