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最新情報

“はがし屋さん”としてリニューアルオープン！

「2021 年の目標」に掲げていた店舗移転ですが、実は何年前より移転計画を立ててお
りました。方々店舗探しも続けてきましたが、なかなかいい物件には出会えず絶望感か
と思いかけた時、やっと、やっと奇跡的に理想的な物件に出会うことができ、3 月 13 日
にリニューアルオープンすることができました。
前身のお店オープンからちょうど 10 年目の移転となりました。
以前と変わらず来てくださるお客様にも、新たなご縁にも感謝の気持
ちでいっぱいです。まだ新店舗にいらして頂けていないお客さまはぜ
ひ、
いらして下さいね。お店は高台にあり、景色が最高です。このまま、
お昼寝していきたいなぁ〜って思えるようなお店だと自負しております。
移転に伴い店名も「はがし屋さん」に変わりました。この名前、チラ
シを見て来てくださったお客さまには、
「 覚えやすい」
「剥がされたい！」
「ちょっと怖い」など（笑）ありがたいご意見をたくさん頂いております。
「筋膜リリース」や「筋膜はがし」って言葉は、以前は治療業界のみの用語でしたが、最近では一般の方もテレビ
や雑誌などで見聞き、ご関心を持って頂けるようになりました。「筋膜はがし」は、決して怖くはありません。痛くも
ありませんので、安心して剥がされにいらして下さいね。（笑）

はがし屋さんの健康アイテム “インソール”

はがし屋さんの “セルフケアサポート”

はがし屋さんは、整体を受けるだけの場所ではなく、イ
ンソールをはじめとする健康になれるアイテムもご提供で
きるよう、品揃えしていこうと考えています。

健康アイテムと合わせてご活用頂きたいのが
［セルフケア］
です！ご自宅で楽しく続けて頂けるツールとして動画を配
信し、皆さまのサポートをさせて頂いております。

□インソールってなに？
□使うメリットは？
□試し履きはできる？
□フィッティングはしてくれる？
□値段は？

□腰痛解消のリリース
□肩こり解消のリリース
□首痛解消のリリース
□体幹トレーニング
□ダイエット系 etc

まだまだ一般的ではないインソール。良さも必要性も分
からないし、何より「健康」に影響するってことをご存
知ないの方が多いんです！はがし屋さんでは、整体の一
部として、健康へのお手伝いのツールとしてご紹介させ
て頂いています。［試し履き& 歩き方チェック］は無料で
承りますので、お気軽にお声掛け下さい！

チャンネル登録はこちら→

皆さまの悩みを解決できるよう、
楽しく続けらる動画を配信してい
ますので、見て、やって、健 康
になってくださいね！

最後に…
私事で恐縮ですが、この春、田中彰人と吉澤佑佳は結婚させて頂きました。
長年「吉澤佑佳」
としてご用命頂いておりましたが、
「田中佑佳」
と改名させて頂き、
お仕事させて頂くことになります。今後とも変わらぬご愛顧をいただきますよう、
宜しくお願い申し上げます。

2021 年 5 月

変化の初夏

HEALTH

健康についてのマメ知識

カラダのバランスを司る『足』に注目してみよう！

キレイな姿勢で、しなやかなフォームで颯爽と歩く。街中でこんな人を見かけると思わず
目がいってしまうのは私だけでしょうか？
目を奪われるまでいかなくても、そんな風に歩けたらいいのになぁ〜と、思う方もおみえ
かと思います。しかしながら、自分の姿勢は見えずらく、気がつかないうちに驚くほど悪
姿勢になってしまうこともあります。そんな姿勢について、紐解いてみましょう！
とてもキレイな姿勢で颯爽と歩く人がいる一方で、悪姿勢でおかしな歩き方をしてしまっている人も多く見かけます。
この対称的な 2 人は一体何が違うのでしょうか？骨格や筋肉量、筋肉の質の違いもありますが、実は資質より大きな影
響を与えるのが、「足の使い方」です。目を瞑っていても出来る「歩く」と言う行為が、姿勢に多大な影響を与えているの
で、良くも悪くも姿勢を変える「足の使い方」について解説していきます。

足のプロネーションとは？
人間の足は歩く時、走る時の着地の衝
撃を吸収するために着地の瞬間カカト
の骨が若干内側に倒れます。これを足
の回内運動 ( プロネーション ) と呼び
ます。
また、この動きが大きくなり過ぎて
内側に倒れすぎることを過回内 ( オ
ーバープロネーション ) といい逆に
外に倒れる事を回外 ( スピネーショ
ン ) と言います。

オーバープロネーション、スピネーションで起きる不具合は？
オーバープロネーション、スピネーションになるとカラダにどんな影響がある
のでしょうか？

オーバープロネーション

扁平足、外反母趾、足底筋膜炎、腸頸靱帯
炎、内膝の痛み、X 脚、O 脚、巻き爪 etc.

スピネーション

ガニ股、内股、外膝の痛み、
股関節痛、疲労骨折 etc.

オーバープロネーションやスピネーションが、足だけではなく、カラダのさまざ
まな部分に悪影響を及ぼしてしまうことや、
「美しい姿勢」を手に入れる為には、
意識すべきポイントだということです！

今日からできる歩き方講座
これならできる①

これならできる②

これならできる③

少し大股で歩く

つま先は少し外に

膝を伸ばして歩く

小股で歩いたり、すり足ではなく肩
幅くらいの歩幅を目安に歩くこと
で、大腿や臀部の筋肉にも刺激が入
り、股関節も使うことができます。
意識して大股で歩きましょう！

女性の 95 ％は内股気味と
言われています。O 脚の原因
にもなりますので意識して
つ ま 先 を ほ ん の 少 し（約 5
度）開いて歩きましょう！

多くの悪姿勢は、ねこ背、踵体重、骨盤後傾と
なりがちです。その逆が良姿勢となりますの
で、胸を張り、つま先体重となり、膝を曲げず
に歩きましょう！膝を伸ばして歩こうと思う
と自然に胸も張れ、つま先体重になります！

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：田中佑佳

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！

小麦に恋して 400 キロ
以前、ある本を読んだ影響でグルテンフリー生活を一年間継続しました。結果、10 キロ
弱痩せ、疲れにくいカラダになり、スポーツパフォーマンスも上がり、良いことばかり…で
も、やっぱり、極端な生活は続きませんね。今日だけ。少しだけって許しているうちに普通
の食生活に戻りました。
（ 笑）ずいぶん前の話しですが。
小麦についてはお医者さまや、さまざまな知識人が本を出しています。良いとか、悪いと
か、何が正しい、間違っていると談ずる前に、一度読んでみるのも良いと思います。活字
で理解し、カラダで体験してみて思うのは、小麦だけに限らず世の中に溢れているもの
は、カラダに良くないものや、太りやすいものが多く、それらは［やみつき］になる可能性が
高い！ってことです。
ひとつだけって口に入れたチョコレートは、あとを引いて２つ、３つと
止まらなるのも「砂糖」の仕業です。
（笑）砂糖も小麦も中毒性があると専門家が多く書
いています。甘いものは疲れた時に食べたくなると感じますが、実は疲れを取るどころ
か、慢性疲労感をもたらすそうです。
（ 怖いですねぇ〜）
私も皆さんと同じ、無類の甘党ですが、今日はうどん（小麦）の中毒症状で香川まで行っ
て来ました。元々うどん好きですが、香川のうどんを食べてからというもの、食べたくて食
べたくて仕方なくなってしまうのです。
香川県のうどん屋さんに行く時は朝２件、昼２件はしごします。
どうしても外せないお店
もあるし、久しぶりに行きたいお店もあるし、営業時間や定休日の兼ね合いもありちゃん
とプランを決めないとうまい具合に食べれません。400 キロ走って行っても食べる価値の
あるうどん。皆さんにも中毒になって欲しいなぁ〜（笑）

田中 佑佳
最近ハマってること
①早朝ジョグ & ウォーク
②体幹トレーニング
③ストレッチ
④腹八分目
⑤お菓子控えめ
3 月に入院手術したことによ
り、改めて「健康」の大切さ
と、
「不健康」の辛さを実感。
新習慣、新 生 活 楽しみなが
ら続けていきます。

ここが凄いよ愛知県
昨年 5 月に引っ越してきて 1 年が経ち、愛知県での生活にも慣れてきた今日この頃
ですが、まだまだ愛知の文化に驚かされること、多々あります。今回はその中でも未
だ驚愕する愛知の風習？を県外人だからこそ感じる観点で書き綴ろうと思います。
【やっぱり凄いぞ喫茶店】
朝から並んでまで、喫茶店を利用する姿にはようやく慣れてきましたが、夜 19 時
20 時にもたくさんの人で繁盛している。これにはビックリ！喫茶店は朝コーヒー
を飲んだり、昼過ぎにお茶したりのイメージしかなかったので、お店の横を通る
度に「中で一体何してるんだろ？」と不思議に思ってしまいます。
調べたところによると愛知県民は年間 1 人当たり 14000 円ほど喫茶店で使って
いるそうです。これには全人口、赤ちゃんや子供といったおおそよ喫茶店には行
かない年代も含まれているので、通ってる人はもっと使っているんでしょうね。
全国平均が 5770 円なのでなんと約 2.5 倍！すごっ！また喫茶店の数も県下で
7784 軒あり愛知県の面積 5173 ㎢から考えると 0.66 ㎢に 1 軒となり、これは
20m 30m の範囲に 1 軒喫茶店がある計算になります。こわっ！
ちなみにうどん王国香川県のうどん店の数は 578 軒。香川の面積が 1877 ㎢なの
で 3.24 ㎢に 1 軒の計算になります。意外に少ない。ちなみにうどん屋の数はコン
ビニの数より多いみたいです。
まだまだほんの一部しか知り得てない愛知県。もっとディープな愛知を知るため
に色々調べてみようと思います！

田中 彰人
最近ハマってるこ と
最近朝活にハマってます。
そのモーニングルーティーンは
①朝は 5 時に起きる
②水を 300ml 飲む
③1 時間のジョギング
④帰宅後しっかり
朝ごはんを食べる
朝はまだ眠気との戦いですが
早目に寝ることで体調がいい
日が続いてます！

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！
まず結論！行ってみて良かったです♪運動すると腰に痛みがでて、休むと少し良くなるけ
ど、また再開すると腰痛が出てまた辞める、こんな繰り返しでした。
マッサージも、どこに行
ったら良いかもわからず長年放置していました。筋膜剥がしに特化したところが近所にあ
る？！と知り、思い切ってお電話し、予約がとれたので行ってきました♪

H.K さま／女性

問診でキチンと話を聞いてくれて、施術後は身体がちゃんとほぐれた感がありました♪リニ
ューアルオープンと言う事で室内もとても綺麗だし、思い切って行って良かったです◎

移転先の新店舗に初めて行ってきました。内装も素敵で、さらに高台からの見晴らしは最
高です。
とても癒される空間で大満足でした。
もちろん、田中さんの施術は完璧で、日頃の
疲れや筋肉のハリが取れ、スキップしたくなるくらい軽くなり、身体が楽になりました。施術
が終わってからは、吉澤さんも加わり楽しい会話で締めくくり。
まだ、施術は２回目ですが、
これからも身体のケアをお願いしたいと思います。

T.K さま／男性

移転リニューアルオープンおめでとうございます！素敵な空間で体も心も癒されました。
【筋膜はがし】にひかれて初めて伺った時に
『痛みがなくなったら終わりではなくて、かかり
つけにして頂きたいです』
と言われました。
『痛みとり筋膜整体』でお世話になり数ヶ月がたちますが、痛みが改善される事はもちろ

M.J さま／女性

ん、痛みの原因やセルフマッサージ方法など教えてくれます。今では私のかかりつけです。
金額的にも通いやすく、体の労りとご褒美にこれからもお世話になりたいです。

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！
ご予約も 24時間受付中♪

ホームページ

WEB 予約

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

疲労ぬき筋膜整体はがし屋さん
〒487-0012 春日井市高座町 1930-799
TEL・FAX

0568-52-2225

公式 LINE＠で
直接お問合わせ
も可能です !

※カーナビの種類によっては［ 春日
井市高座町 1930-799 ］と入力できな
い 場 合 が あ り ま す。そ の 場 合 は、
Google マップのナビでお越し下さい。

お友達登録
よろしく
お願いします♪

