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今号のトピックスTopics

「シンアツシンフォローアップセミナー」のご案内

　コノコ医療電機では日頃のご愛顧に感謝して、今年の10月より毎月第4水
曜日に、「シンアツシンフォローアップセミナー」を開催予定です。シンアツ
シンを持っているのに使い方がわからなくなってしまった方や、より効果的
なあて方を知りたい皆様、ご友人やご近所、知人の方などお誘い合わせでぜ
ひお気軽にご参加ください。お茶とお菓子をご用意してお待ちしています。
ご友人・ご家族などとご一緒にご参加いただいたお客様には、もれなく『コノ
コ特製グッズ』を差し上げます。10月開催の初回では、“楽しく気持ちよくな
るセミナー”をお届け予定です。
年内のセミナー日程、会場は以下の通りです。

第1回 2018年10月24日（水） PM1:30～3:00
　　　コノコ医療電機株式会社　麹町オフィス
　　　東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル6階（有楽町線麹町駅2番出口より徒歩1分）

第2回 2018年11月28日（水） PM1:30～3:00　　　
第3回 2018年12月19日（水） PM1:30～3:00(※第３水曜日)
　　　未定⇒お客様からのご希望の多い場所での開催を予定

同封ハガキに、フォローアップセミナーご希望の有無、第2回と第3回の開催希望地をご記入の上ご返送ください。
会場については皆様のご希望に極力沿えるよう、調整の上開催させていただく予定です。ご希望いただいた皆様には、
追ってお電話かお手紙で会場のご案内をさせていただきます。なお、当冊子裏表紙に記載の電話、ファックス、Eメール
でもご希望を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

当社発行「シンアツシン通信」のアンケートハガ
キから抜粋したご愛用者様の声の一部をご紹介
します。※個人の感想であり、効果を保証するものではございません。

会場

会場

【京都府・70代男性】 【埼玉県・80代女性】 【北海道・80代女性】

【福岡県・年齢不明】 【佐賀県・60代女性】 【東京都・70代女性】 【神奈川県・80代女性】

シンアツシンご愛用者様の声のご紹介

秋号

重さはちょっと重いが、振
動(断続・連続)は丁度良く、
ケースが固定されていて
壊れにくい形状が良い。

機器の修理依頼TELした時、
対応がすごく良く、利益が
出るような事でもないのに
素晴らしいと感動しました。

左手小指間接がズキズキ痛
むのでシンアツシンを当て
たところ、1回の治療で痛み
が消えてびっくりしました。

腰痛と坐骨神経痛が治っ
た。知人が脳梗塞の手の
マヒが治ったので、びっ
くりした。

マッサージに行く回
数が少なくなりました。

少し価格が高く初めは
びっくりしたが、その効
力には納得しているので
長年愛用している。

強く腰を打って転びましたが、一ヶ月整骨院とシン
アツシンで何とか良くなりました。毎日1回17年間
シンアツシンを続けてきました。私とシンアツシン
は体の一部、一生の友。
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「My針」キャンペーンのご案内

シンアツシンをご家族などで共同利用されているお客様へ、ご提案です。共同利用される場合は衛生面から、消毒ビンに
入れた脱脂綿をアルコールで浸し、針先を清掃することをお勧めしていますが、個人ごとに専用の針（My針ユニット）に
交換してご使用になってみてはいかがでしょうか？他の使用者への配慮にも繋がります。「一家に一台シンアツシン！
一人に一本My針ユニット！」また、My針ユニットに交換することで、可動部分である針ユニットの寿命を延ばすことに
も繋がります。
My針には以下の2種類があります。

 

3本入りのMy針セットがお得ですが、今ならキャンペーン中につき、更にお得にお
買い求めいただけます。この機会にぜひ、ご家族一人ひとり専用の「My針」をご検
討されてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせは、当冊子裏表紙に記載の電話、ファックス、Eメールまでお気軽にご
連絡ください。

「シンアツシン アンバサダー」を募集しています

シンアツシンをご友人などにご紹介いただき、もしご購入に繋がった際は、当社規定に基づきご紹介手数料（謝礼金）を
支給いたします。ノルマは一切ございません。ご自身の感動体験を語っていただくだけです。シンアツシンと共に『痛み
のない人生』を！シンアツシンの世界の素晴らしさをぜひ多くの方と共有していただき、皆様を幸せにするお手伝いを
一緒にしていただけませんか？
詳しくは、当冊子裏表紙に記載の電話、ファックス、Eメール宛にお問い合せください。

腰らく塾―シンアツシン記事のご紹介

わかさ出版発行の脊柱管狭窄症克服マガジン「腰らく塾 vol.8 
2018.秋（9月5日発売）」に、シンアツシン記事が4ページにわたり
掲載されました。
中でも、ギックリ腰を患ったユーザー様がシンアツシンで痛みが
大幅に和らいだというインタビュー記事は、シンアツシンユー
ザーの皆様にとって、大変興味深い内容になっていると思います。
そこで、今号では次ページで、オススメのあて方「ギックリ腰など
の痛み」をお届けします。腰の痛みでお悩みの方は大勢いらっしゃ
ると思います。ご参考いただき、ぜひ実践してみてください。

種類

My針ユニット

My針セット

入数

1本 

3本

円筒の色

白(従来品)

白・薄ピンク・
薄グリーンの3色

本体価格

12,000円（＋税）

30,000円（＋税）

キャンペーン価格
※2018年11月15日お申込み分まで

10,000円（＋税）

25,000円（＋税）
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「シンアツシンガイド ユーザー編 第3版」

以前からご好評いただいていたシンアツシン達人シリーズの内容に加え、
痛みのメカニズムや秘伝のあて方など、シンアツシンをより活用していた
だくためのノウハウ満載の一冊です。
一般社団法人 国際統合治療協会 理事長 医師・医学博士の上馬塲 和夫先生
に監修していただいています。
本体価格1,500円＋税でご購入可能です。
ご希望の方は、以下のシンアツシンサービスセンターまでご連絡ください。

シンアツシンサービスセンター
TEL : 0120-800-515
※受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日を除く）
Email : info@konoko.co.jp

シンアツシン オススメのあて方
「ギックリ腰などの痛み」

●患部（痛む部位）のみあてるの
も良いのですが、緩和しないこと
もあります。それは他の筋肉がか
ばい合って、痛みが出ている場合
が考えられます。
●印はあくまでも目安です。印を
つけた場所にシンアツシンをあ
てて、「何ともない、くすぐった
い」時は、コリや痛みがない部位
と思われるので、あてないで次の
番号の場所をあてます。

W⑥腰

①外くるぶしの下

Wやや外側
②ふくらはぎの

W

W

内側

まわり
⑤おへその

④股関節

③太ももの
W ……ラクラクッションW使用可能

※番号はあてる順番です。

重度の方：①から行ってください

中度の方：③から行ってください 

軽度の方：⑤から行ってください 

あて方のポイント正面 背面

他の部位へのあて方やコツ、シンアツシンについての詳細は、以下の「シンアツシンガイド ユーザー編 第3版」に載って
います。ぜひご参考ください。



0120-800-515
記事に関するお問い合わせは、「シンアツシンのコノコ」まで

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル6階
FAX:03-3784-7727 MAIL: info@konoko.co.jp

第二種医療機器製造販売業　許可番号13B2X00061コノコ医療電機株式会社

9:00～18:00
※土日祝日休み

発行日：2018年9月27日／発行元：コノコ医療電機株式会社／発行部署：営業・マーケティング部／編集：株式会社一広クロス

次号は2018年12月発送予定です。ご友人に「シンアツシン通信」をご希望の方がいらっしゃいましたら、上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

シンアツシンの展示及び体験店舗・機関のご紹介

これからも皆様の最寄りの場所に続々と整備して参ります。「うちの近くにはないの？」というお声がありましたら、
遠慮なく弊社までお問い合わせください。

シンアツシンの体験ができる店舗・機関をご紹介します。シンアツシンをお持ちで使い方が分からなくなったお客様、
また、シンアツシンを試してみたいご家族やご友人の皆様も、お気軽にお立ち寄りください。
※要予約となっていますので、営業時間や定休日については、各店舗・機関に事前にお問い合わせください。

おさかべ鍼灸接骨院

リハビリデイサービスまんぞく

東銀座整骨院・整体院・鍼灸院

メビウス銀座治療院

ブランカ（水素サロン）

セリオン 品川店
（美容院・エステサロン）

五導氣功整体院

きたにし耳鼻咽喉科

いし川デンタルクリニック

松本療術院（整体）

東京都足立区西綾瀬2-21-2

東京都豊島区池袋本町
3-28-6

東京都中央区銀座6-14-5
銀座ホウライビル3F

東京都中央区銀座3-11-16 
G-3銀座ビル2F

東京都目黒区碑文谷6-1-19 
アネックスS.T206

東京都品川区平塚1-9-1
グローバル戸越銀座ビル2F

東京都目黒区緑が丘3-2-4

大阪府守口市淀江町3-7 
メディトピア守口2F

大阪府大阪市東成区
大今里南1-1-19 
小山今里ビル2F

兵庫県姫路市飾磨区
英賀宮台9

03-3880-4880

03-5904-8600

03-3524-0270

03-3543-2620

050-3567-0505

03-3784-4744

03-3725-8311

06-6902-4133

06-6974-4118

079-239-6630

POC

POC

代理店

POC

POC

代理店

代理店

POC

POC

代理店

東武スカイツリーライン
五反野駅 徒歩3分

埼京線板橋駅 徒歩10分
東武東上線 北池袋駅 徒歩10分 
下板橋駅 徒歩5分

日比谷線・都営浅草線　
東銀座駅 徒歩3分
日比谷線・銀座線
銀座駅 徒歩4分

都営浅草線 東銀座駅
A7出口 徒歩1分
日比谷線 東銀座駅
歌舞伎座方面出口 徒歩3分

東急東横線 学芸大学駅
東口徒歩3分

東急池上線 戸越銀座駅 
徒歩1分

東急大井町線 緑が丘駅 
徒歩1分

地下鉄谷町線 守口駅・
大日駅 徒歩15分

地下鉄今里筋線 今里駅
4番出口 徒歩2分

山陽線 英賀保駅 
徒歩15分
山陽電鉄線 夢前川駅 
徒歩20分

名称 住所 TEL 最寄駅 種別

※POC（ピーオーシー）とは「Point Of Contact（ポイント・オブ・コンタクト）」の略であり、「触れ合う場」を意味します。どなたでもお気
軽にシンアツシンに実際に触れて、試せる場所であるという意味です。


