
 

 

 

 

 

 

 

ADHD，自閉症スペクトラム，うつ，不眠，パニック症状などに対処する 

カウンセリングをおこなっています メールまたは電話でご予約下さい 

自費カウンセリングです健康保険は使えません ※守秘義務厳守します 

  60 分カウンセリング 30 分カウンセリング 

一般 

   初回   6,000 円   初回   3,500 円 

２回目以降  12,000円 ２回目以降  7,000 円 

学生 

   初回   3,000 円    初回   1,700 円 

 ２回目以降  6,000 円 ２回目以降  3,500 円 

ホームページをご確認ください 

➡ sogashinri.jp 

メール  sogashinri@gmail.com 

電話   043-420-8802 

                      

臨床心理士による心理相談室 

『カウンセリングルーム蘇我』 

JR蘇我駅 西口徒歩 4 分 
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知能検査 WAIS
ウ ェ イ ス

 早めに実施できます！ 

ASD/自閉症スペクトラムや ADHD などを詳しく調べる検査です 

自分の得意と苦手がわかります 最短一週間でフィードバック！ 
 

＜料金＞ 

15,000 円 通常仕上げ：検査から 2 週間以降のフィードバック 

※ お急ぎ仕上げ：1 週間で報告の場合 +5,000 円です 

料金には検査代 報告書代 解説 30 分を含みます 

＜予約方法＞ 

ホームページを確認してから メールまたはお電話下さい 

お名前・年齢・電話番号・検査希望 とお伝えください 

できればメールでお願いします 折り返し電話は非通知となります 
 

＜実施場所＞ 

        『カウンセリングルーム蘇我』 JR 蘇我駅 西口徒歩４分 

当日 迷う方がいらっしゃいます  

地図を ホームページで確認してください！ 
 

ホームページ ➡ sogashinri.jp 

メール sogashinri@gmail.com 

電話 043-420-8802 
 

〒260-0834  

千葉市中央区今井 2-12-15  

蘇我第一マンション 501  

『カウンセリングルーム蘇我』  
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