NEWS LETTER

2021.WINTER

な ん が で っ きょ ん な 4
“ 来 る 人 に は 楽 し み を 、帰 る 人 に は 喜 び を ”

INFORMATION

vol.

最新情報

イタいのは好きですか？嫌いですか？
疲労ぬき専門筋膜整体よしざわには２つの筋膜リリースがあります。【痛み取り】と【疲労ぬき】です。
言葉のまま、痛み取りは痛みを取る。疲労ぬきは疲労をぬくことをコンセプトにしています。今回は【痛み
取り】と【疲労ぬき】の筋膜リリースの違いと、上手な使い分けを書いてみたいと思います。
まず、【痛み取り筋膜リリース 】ですが、どんな方にオススメかと言いますと…
肩が痛い！腰が痛い！膝が痛い！動かすと痛い！寝起きが辛い！一日の終わりも辛い。鎮痛剤もコルセット
やサポーターが手離せない。病院や整体院などあらゆる所へ行き改善の努力を続けて来たけれど、なかなか
快くならずお困りの方にオススメです。痛みの原因は、痛みを感じている場所（部位）だけとは限らず、思
いもよらない場所が原因になっていることも少なくありませんので、関節や筋膜の癒着の繋がりを診て原因
を特定していきます。
担当の田中は、大の「痛いことぎらい」で、例えば足ツボとかハードなもみほぐしなどの「痛い治療」を嫌
います。そんな本人の好みもあり、田中の治療は「痛みを感じることなく痛みを取る」ことを理想としており、
本人曰く「ウトウトできる筋膜リリース」とのこと。
また、マラソンやゴルフ、テニスなどのスポーツを趣味としていて、痛みにお困りの方にも有効なメニュー
です。スポーツ好きの方に多く起きる不具合は、「スポーツをし過ぎ」と「メンテナンスを怠り過ぎ」が原
因になってます。足が吊りやすい。肉離れやギックリ腰や関節炎を度々くり返す。そんな状態ではパフォー
マンスは上がりませんし、日常生活にも支障が出てしまいます。スポーツを長く続けていく為には、
「ボディ
メンテナンス」は必須です。担当田中は、筋トレにも詳しいので、トレーニング好きの方は是非、筋トレ談
義をして頂くのもオススメです（笑）
もう一つのメニュー【疲労ぬき筋膜リリース】は私吉澤が担当です。
どんな方にオススメかと言いますと…どこが痛いってワケじゃないけど、ものすごく疲れてる。肩こりがひ
どい。腰が重い。首が痛い。頭もどんより痛い。脚が浮腫んでダルい。そんな方にオススメです。
「 だるい」
「も
のすごく疲れてる」そんな時、我慢しがちじゃないですか？どこかに痛みがあるならともかく、疲れてるだ
けだから、寝たら治るかな。そう思い放置していたら、悪化してしまった。そんな方の多くは、筋膜の癒着
が全身に及び、慢性的な倦怠感を自覚するようになります。【疲労ぬき筋膜リリース】では、深層筋膜にア
プローチする為、
「 剥がされる痛み」を感じるかもしれませんが、その痛みも施術後の爽快感も「やみつき」に。
担当の吉澤は決して痛くしているつもりはありませんが、若干…痛いかもしれません。（笑）
２つのメニューをお身体の状態や、生活の活動スケジュールに合わせてチョイスして頂くのも良いですし、
交代で両方のメニューを受けて頂く方もおみえになります。この機会に、是非、隣の芝生も覗いてみてくだ
さいね（笑）

隣の芝生を覗いてみよう！特別ご優待キャンペーン
【 痛み取り筋膜リリース 】
【 疲労ぬき筋膜リリース】
受けたことのないメニューを初めて受けて頂く場合
※お申し込みは店頭、LINE＠にて。

施術料

3 , 000 円

HEALTH

健康についてのマメ知識

痛みの原因と解決方法

肩が痛い！腰が痛い！膝が痛い！若い頃は肩こりすらしなかったのに、歳を重ね、いつのまにやら痛み
デビュー。そんな人も多いのではないでしょうか。どうして人はあちこち、痛くなるのでしょうか？今回は痛
みの原因について書いてみたいと思います。
肩、腰、膝など痛みの出ている箇所や具体的な症状は様々で、数えきれません。今回は医学的な見解ではなく、
誰もが日常的に行なっている生活習慣の中から「原因」を探っていきたいと思います。痛みの原因はほぼ、生活
の中にあります。原因を特定するのも、改善することも特別難しいことではなく、比較的簡単にできるのです
が…継続するのがなかなか大変なのが「習慣」ですね…（笑）痛みの原因になる意外な！２つの生活習慣とは？





悪い姿勢（睡眠時）

エビのように丸まって横向きで寝ることが多い
（寝返りが少ない）

洋式文化

階段ではなくエレベーターを使ってしまう。トイレは和式
から洋式へ移行。この２つの洋式文化、
「身体に悪い共通点」

↓

がありますが分かりますか？階段の登り降りも、和式トイ

大の字で仰向けで寝れる方が理想的

レも股関節や膝関節、足首周辺の関節や筋肉を折り曲げて

（寝相が悪い方がいい！）

使います。ウォーキングなどの動きでは使い切れない関節、
筋肉の動きとなり、関節可動域を大きく、滑らかにするには

横向きで寝てしまうのは実は良くないんですよ！癖ではな

とても有効な運動です。

く、身体に起きている「筋膜の癒着」が原因で、実は身体に、大
の字で寝れない理由があるから、横向きで寝てしまっている

関節は加齢に伴い、例外なく硬くなります。エクササイズや

のです。座り時間が多いなどから姿勢が崩れ、腰を伸ばした

スポーツをしないだけでなく、日常生活の中でも使わなさ

り、胸を広げることができなくなっているのです。そんな状

すぎることで錆び付いてしまうのです。硬く動きの悪い関

態を見過ごし、日々硬直した状態で寝てしまうことで、結果

節の周りについている筋肉や、その周りを覆う筋膜は当然

的に癒着を増やしてしまう悪循環になっているのです。

影響を受け、無理に動かすことで痛みを伴うのです。

セルフ改善策

セルフ改善策

なるべくシャワーで済ませず湯船に浸り、寝る前にス

①なるべく階段を使いましょう！
②和式トイレの代わりに屈伸運動を毎日 10 回
やってみましょう！

トレッチをしてカラダを緩めてから寝ましょう。スト
レッチポールを利用するのも有効です。良質な眠りを
確保することで「痛み改善」に繋がります。

もちろん、原因はまだまだあります！
運動不足・運動し過ぎ・太り過ぎ・継続的同一姿勢・水分不足・悪姿勢・悪歩行・筋力不足・睡眠不足・間違ったト
レーニング・間違ったストレッチ・ケアをしなさ過ぎなど様々な原因が考えられますが、まずは出来ることから始めて
みましょう！

MENU
初見料

施術メニューのご案内

3,000 円

※初回のみ

施術料

6,000 円

今すぐ痛みを取りたい方！

ガッツリ疲れを取りたい方！

痛みとり
筋膜整体

疲労ぬき
筋膜整体

担当：田中彰人

担当：吉澤佑佳

STAF BLOG

スタッフブログ

私たちが心のこもった施術を行います！
ゆくとしくるとし
イベント事の大好きな吉澤は、子供の頃から年末年始が大好きです。
幾つになってもクリスマスはソワソワするし、お正月は若い頃よりも「大切」にす
るようになりました。今までは興味の無かったおせち料理も少しだけ作ってみた
り、人が集まることも以前は面倒に感じていたけれど、（コロナの影響もあり）人
が集まり一緒に過ごせる時間を貴重な時間だと痛感させられました。一期一会の
貴重な時間、大切にしていきたいですね。

お祭り気分のお正月が終わると、心静かに迎える本当の年越しがやってきます。
私にとっての本当の年越しとは、「立春」です。ご存知の方も多いと思いますが、
「立春」とは暦の上で春が始まる季節のこと。つまり、節分は冬の終わりの日で、翌
日から新しい季節が始まる区切りの日となり、新年の始まりとされています。私
は毎年、立春以降にお伊勢さんへ一年のお礼を伝えに参ります。無信仰ですが「お
伊勢さん」には特別、惹かれてしまうのは歳のせいでしょうか…（笑）年々、一緒に
行く家族も増えありがたい気持ちで、今年も行って参ります。決して赤福だけが
目当てではありませんが、茶屋で頂く赤福はたまりませんね〜
2021 年占いによると、
「 変化の年」となるそうな。
（ 私個人への占いです。）当たるも
八卦当たらぬも八卦。しかしながら、「変化」って良くないですか？私は大好きで
す。昨年までの自分には考えられないことや、新しい事にチャレンジする「変化の
年」にしたいと思います。
もちろん、お店もより良く、いい変化を起こせるようにしていきたいと思います！
乞うご期待！

吉澤 佑佳
2 0 2 1年の目標＆
やりたいこと
①ダイエット
②サブ 4
③おうちでリリース
1000 人登録
④お店移転
⑤家庭平和
夢も希望も大中小、公私共
に欲 張ります！今 年もよろし
くお願いします！

自分史上最高の瞬間
身内の結婚パーティに参加して、幸福感の絶頂にいる 2 人の笑顔を見ながら思っ
た訳です。
「 今、生きてて一番最高！」って思える瞬間って、なかなかないよな〜滅
多にない。だからこそ「最高」なのか…
僕の最近の「自分史上最高の瞬間」と言えば…過去最高 MAX 体重…w
笑うしかない。笑えない。トレーニングもサボり、ご飯も美味しく食べ過ぎれば、
当然です。そんな笑えない「自分史上最高の瞬間」をキッカケに、心改め、トレーニ
ングを再開することになりました。しかし、トレーニングは「揺るぎない目標」が
ないと、なかなか再開継続できません。過去最高 MAX 体重に奮起するだけでなく、
もう一つ大きな目標を立てました。それは、3 年後のホノルルマラソンで「仕上が
ったカラダで上裸で走る！」ことです。これこそ、
「 揺るぎない目標」です！
ホノルルマラソンは規制がなく、裸で走るランナーさんも多いんです。これは世
界でも珍しく、今回 3 回目のホノルルマラソンとなりますが、トレーニーとして
は、良いモチベーションになっちゃう訳です。
今回のトレーニングはジムには通わず自宅で自重トレーニングを中心にランメニ
ューも含め、きっちりスペシャルメニューを作りました。先ずはサボりすぎて怠
けたカラダを目覚めさせるべく、基礎づくりです。脂肪を落として筋肉と増やし
て、なおかつ速く走れるカラダを目指します。最終ゴール地点は 3 年後だけど、小
さなゴールも設定して、楽しみながら、慌てずボチボチやっていきます。
「今、生きてて一番最高！」ってホノルルで思えるために…
今後の経過報告お楽しみに〜

田中 彰人
2 0 2 1年の目標＆
やりたいこと
①ゴルフで吉澤佑佳に勝つ！
②体脂肪率を15% 以下に！
③マッスルアップができる
ようになる！
④陶芸体験してみたい！
⑤日間賀島でタコを堪能
したい！
今年はうっすらパックの腹筋
を目指し、暴食天国との離別
を誓います！本年も、食いしん
坊の田中をよろしくお願いし
ます。

VOICE

お客様の声

当店で施術を受けたお客様の感想を聞いてみました！
以前から筋膜リリースにご興味があり、時々くり返す【 全身疲労 】
【 足腰のダルさ 】
が快くなれば …と思い通い始めました。施 術 後の全身のスッキリ感と足のダルさの改
善にビックリ！全 体 的に気 持ち良かったけど、意 外なところで頭と顔が気 持ち良かっ
たです！

A.T さま／女性

「 普 段リビングで寝 落ちしてしまうことが多いけれど、今日はお布団で寝れそうで、
とても嬉しい！」
そんな嬉しいお言 葉を頂いた A. T 様ですが、今では息子さんも一緒に通って頂いています！

とにかく腰 痛を無くしたい！そんな想いで毎月メンテナンスに通っています。今までの
整 体より効 果 が 長く続くことに感 動！少しずつですが 変 化も感じています。家 では
【 おうちでリリース 】にも励んでいます。短時間だし、“簡単”だから、自分にもできるか
な〜って思える。ちょっとキツイなぁ〜って動画もあるけど。楽しい。
（ 笑）

F.F さま／男性

酷い腰 痛に悩み、色々な整 体 院に通うも中々良くならず、今までと違う“いい方法”を求めてご来店
頂きました。
【 おうちでリリース 】にも励んで頂いているとのことで、
とても嬉しいです！

ぜひ
チェックして
ください！

You Tu b e

LINE@

“おうちでリリース”
できるセルフケア！

お得な情報を配信してます！

ホームページ

WEB 予約

ご予約も 24時間受付中♪

キャンペーンの最新情報から
メニューの詳細まで盛り沢山！

ACCESS /CONTACT

こちらの QR から簡単に
We b予約もできます！

アクセス・お問い合わせ

疲労ぬき筋膜整体よしざわ
〒487-0034

春日井市白山町 5-16-5 メゾネットエーデルワイス 203

TEL・FAX

0568-52-2225

※公式 LINE＠で直接お問い合わせも可能です !

お友達登録
よろしく
お願いします♪

