
私たちが日頃から行う治療にACU SCOPEや
HI-CHARGE NEOを活用することで、皆さんの身体は
良い刺激を受け、少しずつ変化をしていきます。
その良い刺激を数ヶ月続けると、今度は身体が
良い状態に適応していくのです。
私たちが目指すのは、皆さんが整骨院を
「卒業できる」身体づくり。そのためにスタッフの
技術向上をはじめ、こうした設備の導入も
積極的に行っていきます。

INFORMATION

nicori整骨院
〒135-0047 東京都江東区富岡2-9-1
ジョイフル門前仲町第2ビル
TEL　03-5875-8797  
web　http://nicoriseikotsuin.com/
平日　9:30~13:00  15:30~20:30
土曜　9:30~14:00  15:30~18:00
日・祝　9:30~16:00
休診　年末年始・その他、不定休日あり

nicoriGYM
〒135-0047 東京都江東区富岡1-26-21
石黒ビル
TEL　03-6458-8077 
web　https://nicori-gym.com/
平日　9:30～21:30  土日祝　9:30～18:00
休館日　木曜日、年末年始・
             その他、不定休日あり

ACU
SCOPE

アキュスコープ&ハイチャージ

最新治療機器で痛みや悩みを根本から解決！
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What is
Acu Scope?
アキュスコープとは？

　ACU SCOPEは1970年後半にNASAで
開発された治療器で、これまでスポーツ
界で回復不能だったケガを回復させるな
ど、アスリートたちを支えてきました。
　この機械の特徴は、患者さまの身体の
調子を機械が読み取り、その人の身体に
合った電流を送り、治療をしていくこと
です。一般的な治療では、「痛み」という身
体のアウトプットを治すために手術や薬
の処方などで治療を行っていきますが、
それでは根幹からの治療はできません。
nicori整骨院では、ACU SCOPEで身体に
よい電流を送り込みながら、身体を動か
し、正しい動きをすりこませていきます。
良い情報が脳に送り込まれ、インプット
が変わることで「痛み」というアウトプッ
トを変えていきます。
　また、ACU SCOPEの電気は微弱電気
で、これは人間に流れているものと同じ
ため、身体にも悪い影響はないと言われ
ています。

　人間には、外部の環境が変わっても身
体を一定の状態に保つ機能があります。
これを「恒常性」と言います。例えば気温
が下がっても体温を保ったり、不快に思
う空間でも自然と対応できるということ
です。ただ、痛みや心理的なストレスが続
くと、徐々に悪い状態が脳に蓄積され、
キャパオーバーしてしまいます。バケツ
の中の水が溢れてしまう状態です。これ
が慢性的な痛み、また、不眠や鬱の原因と
も言われています。
　ACU SCOPEを使うことで、脳がクリ
アになり、キャパオーバーになったバケ
ツの水が減り、正常な状態に戻ります。そ
の良い状態に身体が適応することで、健
康な状態を保てるようになります。

　人は怪我をしたり、不調を感じると、脳
が防御モードに代わり、同じようなこと
が起きそうな状況で、脳が事前に身体に
危険信号を出し、身体を力ませたり、痛み
を出すなどの指示をすると言われていま
す。雨の日に滑らないように無意識のう
ちに力の入った歩き方になるのと同じで
す。こういった状態が続くことで、身体に
慢性的な痛みが出てしまいます。
　痛みで当院に来院される患者さまのほ
とんどがこういった状態で、ACU SCOPE
の微弱電流で脳内の情報をフラットに
し、これまで身体が硬直してできていな
かった良い動きをインプットさせること
で、痛みを根本的に取り除いていきます。
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身体にとって良い動きを
脳にすり込ませます
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Episode
エピソードを紹介

あるプロ野球選手が腰を痛め、翌日の試
合出場が絶望的となっていました。医者
からは「安静に」と言われる状態。しかし、
ACU SCOPEを額に貼り素振りをしてみ
ると、痛みが消えていったと言います。
「危険だからバットを振るな」と脳から痛
みの指示を出しており、「大丈夫だ」と脳
にインプットできたおかげで試合に出場
できました。

0
4

0
5

腰を痛めた野球選手が
翌日の試合に出場

睡眠障害など心理的な悩みを抱える方に
もACU SCOPEはおすすめです。ストレス
や周りの環境など、脳内に悪い情報が入
り続けることで、負のスパイラルを起こ
し、症状が出ているため、薬などではその
症状を一時的に抑えることしかできませ
ん。脳の中で眠れない原因を整理し、身体
の良かったときの状態を思い出すこと
で、根本から治療ができます。

睡眠障害など心理的な
悩みも根本的に解決

ぎっくり腰を患い、1週間経過した方が、
「病院や他の接骨院では痛みが取れない」
と当院にいらっしゃいました。こうした
急性疾患は、1週間もたてば炎症は治りま
す。これも脳からの防御反応でした。そこ
で、ACU SCOPEを使用し、痛みを感じて
いた立ち上がる動作を繰り返してもらう
と、「立ち上がると痛い」という意識が消
え、軽快に帰っていきました。

痛みが続くぎっくり腰が
あっという間に改善

自律神経の不調があり調子の波があ
りました。睡眠中の中途覚醒も多く、
うまく睡眠が取れずに頭痛や胃腸の
調子も崩していました。それが、ア
キュスコープを着けてゆっくり呼吸
をするだけで心と体が安らぎ、翌日
から頭はクリアに、肩の力も自然と
抜けるようになり、胃腸も改善、ご飯
も美味しくなりました。体調を崩す
ことも無く心身が整ってきました。
受けて良かったです。
（江東区・40代女性）

心と体が安らぎ、
翌日から頭はクリアに

Voice 1

導入されてから毎回使わせてもらっ
ているアキュスコープ。最初の頃は
眠気や力が入らない感じがあったの
ですが、使用していくうちにそれは
なくなりそれよりも治療効果の即効
性が凄いと感じています。電気をか
けながら施術を受けることで筋肉に
すぐ緩みが出るし、今まで引っ掛
かって気になっていた動きが気にな
らず動かすことができるようになり
ました。
（江東区・30代女性）

治療効果の
即効性が凄い！

Voice 2

休日の前に初めてアキュスコープを
受けさせてもらいました。目を瞑り、
呼吸を数回しているうちに次第に身
体全体の力が抜け、心地よい時間が
過ぎていきました。アキュスコープ
が終わった直後は、温泉に入った後
の感覚で気持ちよく、その日の就寝
時間は自然と早く、心地よく寝るこ
とができました。翌日も清々しい目
覚めで、またアキュスコープを使い
たいと思いました。
（川崎市・40代女性）

温泉後のように気持ちよく
心地よい睡眠につながった

Voice 3

前回アキュスコープを受けさせても
らい、すごくリラックスすることが
でき、その日から寝つきがよくなり
ました。まだ途中で突然起きること
はありますが、以前に比べると減っ
てきています。また、普段の生活では
ささいなことでイライラしなくな
り、気分に任せて感情的になること
もなくなりました。不思議な感覚で
すが、身体が変わってきた感じがし
ます。
（墨田区・40代男性）

すごくリラックスでき、
イライラがなくなった

Voice 4
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HI-CHARGE NEOはドイツで開発された
高周波機器で高周波を体内に流し、身体
の劣化した細胞を刺激して蘇らせること
ができます。運動後の筋肉疲労や、仕事で
の疲労感、立ち仕事でガチガチに固まっ
た身体などに効果的で、最短10分の治療
で身体の細胞が活性化。それにより身体
の疲労が回復していきます。
施術のあとはドッと疲れを感じる方もい
ますが、それは劣化して眠っていた細胞
が刺激を受けた証。夜はぐっすりと眠る
ことができ、「翌朝は疲労感が抜けて驚く
ほどスッキリ」という方も多くいらっ
しゃいます。
また、スポーツ選手にも愛用され、翌日に
疲れを残さないように、試合や練習後の
クールダウンとして使われています。
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高周波で
細胞を刺激し、
パワーチャージ

疲れた身体が最短10分で回復！

ハイチャージを受けたら疲れが抜
け、身体が軽くなりました。微弱な
電流で少し寝ていると全身が温か
く血行が良くなり、終了後は自分の
手がツルツルになり、全身の細胞も
活性化された感じです。
（川崎市・40代女性）

疲れが抜け、身体が軽く！
全身の細胞も活性化

ハイチャージを受けると翌日の疲
労回復が格段に凄く感じました。就
寝時の寝つきも早く、長く寝た感覚
だが、いつもと同じ時間しか寝てい
ない。それが数日続くのでより回復
する感じがします。
（江東区・30代女性）

就寝時の寝つきが早く、
長い時間寝た感覚

本場ドイツでは病院で活用されて
います。慢性腎疾患や糖尿病、心筋
梗塞、脳梗塞などで、弱ってしまっ
た内臓をHI-CHARGEを使用するこ
とで、細胞を活性化させています。

弱ってしまった内臓の
細胞も活性化

施術の流れ

手足にバンドを巻き、ベッドに最短
10分横になるだけ。電流は肌にピリ
ピリと感じる程度です。

10 分間ベッドで
横になるだけでOK1

細胞が劣化すると、老化や動脈硬化
などの原因になりやすくなります。
細胞が活性化されるとそれが予防
され、疲労も回復します。

劣化した細胞が
刺激され蘇る2

今まで動いていなかった細胞を動
かすため、夜はぐっすりと眠れま
す。翌朝の変化にも驚きの声が!?

ぐっすり眠れて
翌朝もすっきり！3

Voice Voice

10
minits

Full Charge


