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“ 来 る 人 に は 楽 し み を 、帰 る 人 に は 喜 び を ”

VOICE

お客様の声

当店で施術を受けたお客様から、感想を聞いてみました！
コロナウイルスの影響でなかなか外出もできず、おうち時間を過ごしてい
た方も多いのではないでしょうか。少し気分転換に体の凝りをほぐして、
カラダも心もスッキリしてみませんか？
当店では皆さんに安心して足をは運んで頂けるよう、換気や消毒、マス
クの着用などウイルス対策を万全に行っております！

最初は、筋膜整体とは…？そんな思いで不安でしたが、実際に受けてみると…ものすごく良く
て納得しちゃいました！はじめのカウンセリングも、施術中も優しく丁寧に説明してくださり、
とても分かりやすく、安心できたので、これからも続けていきたいと思いました。翌日はカラダ
S.I さま／女性

が驚くほど軽く、動かしやすく、家事がスムーズにできました！ありがとうございました！

そんな S.I さまは初診から 4 ヶ月目。
ご来店のたびに痛みの改善だけでなく、最近では施術の効果が長続
きするようになり、“カラダの軽い毎日”をご実感頂けているとのこと。月に一度のメンテナンスを楽しみに通
って頂いています。
とっても嬉しい変化ですね！ありがとうございます！

筋膜の施術は初めての感覚で、
とても気持ち良く施術を受けることができました！
特に肩甲骨あたりの筋膜リリースが最高でした！今後は、私自身が気付いてない不調にも
アプローチして施術してください！

M.S さま／女性

初回ご来店時にはそんな嬉しいご感想を頂いた M.S さまは、その後婦人科系開腹手術後の再来店となり
ましたが、手術の影響で起きる不調や入院中の運動不足から起きる筋膜の癒着へのアプローチをさせて
頂き、“久しぶりのスッキリ感”を感じて頂けました！こちらも嬉しくなってしまう笑顔を見せて頂きました！

初めて施術を受けた時には、今までに感じたことない“抜け感”を感じました。
翌日も引き続きすっきりしていて感動！カラダのコンディションに合わせて、
［疲労抜き］
と
T.S さま／男性

［痛み取り］の 2 種類のメニューが受けられる点が嬉しい！

以前、T.S さまからリクエストのあった［セルフケアのアドバイス］ですが、現在当店では、オリジナルセルフ
ケアを、YouTube にて配信しています。
【おうちでリリース ch】TS 様もご自宅で楽しくリリースして頂いて
いるとのことで、
とっても嬉しいです。

HEALTH

健康についてのマメ知識

肩こりはなぜ起きるのか？

〜 多くの方が悩まされている「肩こり」について 〜

肩こりは主に僧帽筋（そうぼうきん）という筋肉、筋膜が癒着し起きます。僧帽筋は肩甲骨か
ら肩、首、背中を覆っており、広範囲に悪影響を及ぼします。癒着が広範囲に広がると、背中
全体の血行が悪化、血液によって運ばれる酸素が不足し、筋肉には乳酸などの老廃物が溜
まってしまい、酷くなると、感覚器官でもある筋膜からの刺激により痛みが生じるようになっ
てしまい、
これを一般的に「肩こり」
と表現します。





原因その 1＊悪姿勢

立ち方、歩き方、座り方、寝方の悪姿勢は頭、首、
骨盤、足首と繋がる S 字曲線を壊してしまいます。
姿勢を改善し、キレイな S 字曲線を作るために必
要なことは？
①日頃から正しい姿勢を意識しよう！
②胸を張る、腰を伸ばすなど積極的に動かそう！
③酷く凝り固まった部分はリリースを受けよう！



原因その 3＊眼精疲労

パソコン、スマホの使い過ぎからくる
眼精疲労も原因の一つですが、毛様
体筋（もうようたいきん）と呼ばれる目の
筋肉は自律神経によってコントロール
されており、眼精疲労によって毛様体
筋が疲れ、肩こりだけでなく、首痛、頭
痛まで進行してしまいます。
パソコンやスマホなしでは過ごしてい
けない現代生活で、改善方法は？

①定期的に目を休めよう！
②眼精疲労の改善に効果があるビ
タミン B 群を積極的に摂取しよう！
③ホットタオルで目を温めるナイト
ケアを習慣にしよう！

MENU
初見料

長時間のデスクワークや運転などで同じ姿勢が続くと、首、肩、背中
の筋肉が過剰に緊張、筋膜が癒着、関節可動域も低下、腕や肩を動
かしにくくなることで肩こりとなります。
仕事や生活習慣上、どうしても同じ姿勢を続けなければいけない方
はどうしたらいいの？
①数時間に一度、固定された姿勢を解放し、軽くカラダを動かそう！
②イスをバランスボールに変えてみよう！
③半身浴、足湯などのむくみ対策を行いましょう！

原因その 4＊運動不足

運動不足が続くと筋力が低下、血流、
リンパの悪化、その結果肩の筋肉の
緊張や疲労が起こり、肩こりを引き起
こしやすくなるといわれています。
テレワーク、車生活、生活様式の変
化による運動不足をどう解消してい
けばいいの？

①1 日 3 分程度のエクササイズか
ら取り入れてみよう！
②ウォーキングより手軽な「自転
車利用」
を見直そう！
③シャワーだけでなく湯船に浸か
って疲れを取ろう！



原因その 5＊ストレス

過 度なストレスにより自律 神 経であ
る交感神経と副交感神経のバランス
が崩れ、肩こりだけでなく、イライラや
情緒不安定などの精神症状まで引き
起こします。
ストレス社会の今、少しでも緩和、ス
トレスに負けないカラダを作るにはど
うしたらいいの？

①何がストレスになっているのか
原因を知ることからはじめよう！
②可能な限りストレスを取り除く
努力をしよう！
③趣味、運動、
リラックス時間を取
り入れてみよう！

施術メニューのご案内

3,000 円
※初回のみ

施術料



原因その 2＊固定姿勢

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：吉澤由香

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！

【ステキな 50 歳になるぞ！プロジェクト】を発足
どこに行くのも車で、久しく乗っていなかった自転車。
この機会に（どの機会に？）自転
車を探しに。ママチャリには心ときめかず。いいなぁ〜って思うスポーツ系はお高く…
コスパと言うか、心ときめくステキな出逢いはなかなか訪れず…
今回の自転車購入は、サイクリングやレジャーではなく、日常の雑用での車利用をやめ、
怠けたカラダに喝を入れようと改心…【生活スタイルの改善】を決意した訳です。
あわよ
くば…痩せたいなぁ…なんて甘〜い期待をしつつ。
なんとか、お気に入りの自転車を GET ！自転車生活は無事にスタート♬これがなかなか
楽しい♬景色は見慣れた近所の街並みですが、車の運転席からは見えない景色と風に
大満足♬自転車良いですね〜

吉澤 由香
誕生日：8 月 3 日
好きな食べ物
無類の甘党。和洋問わずスイー
ツが大好き。健康のため心を鬼
にして控えて生きております。

■
■

昨今のコロナ問題で、健康への関心が高まった方も多いかと思いますが、私は 3 年後に
50 歳を迎えることもあり、50 歳かぁ…これって、かなり大事な分岐点に差し掛かってい
るのかも… “ステキな 50 代”になるためにはどんな風に過ごしていけばいいのか？…と熟
慮し自転車生活や、食生活の改善、おうちでリリース ch 始動、
【ステキな 50 代になるぞ
プロジェクト】
を発足したわけです。
3 年って長いようであっという間。
何もしなければ何も変わらないけど、変えようと取り組めばきっと、大きく変えられる 3
年になるはず。
プロジェクトスタートです。生活スタイルの改善…良かったらご一緒にい
かがですか？

最近ハマっていること
近年ハマっていたトライアスロ
ンを休止中〜筋トレとランニン
グとストレッチをゆる〜く取り
組んでます。

■

この季節心がけていること
暑くてもシャワーではなく、ゆ
っくり入浴。朝は早起きウォー
キング。

■

ここが凄いよ春日井市！
春日井市に引っ越して来て早くも 1 ヶ月が過ぎようとしている今日このごろ。随分こちら
での生活にも慣れてきました。ひと月も生活していると色んな事が見えてくるものです。
今回は県外人だから気がつく春日井市の魅力？をテーマに、最近ようやく赤出汁に慣れ
てきた田中がお送りしたいと思います。
【車の運転マナー】春日井に来て 1 番驚いたのがこれ！春日井の人は運転マナーが凄く
いい。例えばお店を出て道路に合流しようとした時、ほとんどの車が止まって合流させて
くれます。
これ香川ではまずありえません。
また横断歩道を渡ろうとしていると、車は必ず
止まってくれます。( 道路交通法で当たり前なんですけどね ) でも香川では止まるのは歩
行者です。
しかも渡る時はかけ足で

素早く渡り、止まってくれたドライバーに会

釈する場面もよくあります。他にも沢山ありますが、“交通マナーの悪い香川県人”の印象
としては、春日井の交通マナーの良さには、本当に驚かせられました。
【朝から満タン喫茶店】これには大笑いしました！なんせどの喫茶店も朝の早くから車がい
っぱいで店内は鉄火場のように春日井市民の方々がモーニングを頬張っているのですか
ら
（笑）
この光景は凄く面白いです。
ちなみに香川だとうどん屋が朝からこんな感じです。
【公園多すぎない？】春日井だけなのかはわかりませんが、やたらと公園多くないですか？
何でこんなにあるんだろう？って思います。
しかも公園の利用者も多い事！落合公園なん
て蜜！蜜！蜜！走るわ、歩くわ、釣りするわ（笑）皆さん公園ライフを満喫していますよね。
僅かひと月でこんなに魅力を発見できる春日井市。
これからどんな発見があるか凄く楽しみです！

田中 彰人
■

誕生日：7 月 24 日

好きな食べ物
ステーキ、
スペアリブ、
ハンバーグ、
骨付き鳥（香川グルメ）はい！とに
かく肉食です。
■

■ 最近ハマっていること
お風呂でうたた寝（これ最 高で
す！）
■ この季節心がけていること
しっかり運動して、たっぷり汗をか
くこと。
（詰まると臭くなりますよー）

INFORMATION

最新情報

当店では、夏を乗り切るためのイベントを開催します！
SUMMER EVENT!

夏バテ防止！健康促進週間！
暑さに負けないカラダを作ろう！
イベント期間

8 月10 日（ 月 ）〜 8 月16 日（ 日 ）

夏真っ盛りのこの時期の過ごし方が残暑の「夏バテ」を回避できるか否かの分かれ道！
いつもの全身リリースに【お腹筋膜リリース】をプラスすることで、冷房や冷たい物を食べ過ぎた弱った胃腸を活
発に蘇らせます！食欲の秋を元気に迎えるためにも是非ご来店くださいませ♪
イベント開催期間中は、下記のとってもお得な 3 つの特典をご用意してお待ちしております！
特典

１

特典

通常価格 6,000 円が

サンキュー
価格

3,900 円

2

特典

サンキュークーポン
プレゼント！

1,500 円分

※イベント期間中は
使用不可

“おうちでリリース” できるセルフケア！
ぜひ
チェックして
ください！

You Tu b e

■

SNS

SNS を通して皆様に
様々な情報をお知らせします。
是非チェックしてください！

特別販売
※有効期限半年間
※払い戻し不可

お得なイベント情報
スタッフ Blog

（ 田中・吉澤 ）

10, 000 円

※他のクーポンとの併用不可

次号の予告

健康についてのマメ知識
お客様の感想
■ お店の情報
■
■

お友達登録
よろしく
お願いします♪

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

1回 6,000円の筋膜リリースが
3 回受けられる回数券

NEXT NOTICE
■

チャンネルはじめました！

ACCESS /CONTACT

3

T E L・FA X

0568-52-2225

公式 LINE＠で直接お問い合わせ可能です
※QR を読み取って友だち追加をしてください →

Facebook

Instagram

ホームページ

こちらから
Web予約も
できます！

