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風の冷たい季節となりました。お身体にお気を付け下さい！
ストレッチで固まった身体をほぐしませんか？

「ジム＆スタジオ NeeDS 六甲道店リニューアルオープン !!」
11 月より NeeDS 六甲道店がリニューアルオープンを致しました！！
NeeDS では、パーソナルトレーニングはもちろんのことサプリメン
トといった販売もさせて頂きます。
これから更に、運動と栄養でより一層お客様をサポートさせていただ
きます！
是非一度新しい NeeDS へお越しください！！

No NeeDS No LIFE
神戸六甲道ジム & スタジオ NeeDS（ニーズ）

「スタジオ NeeDS 森ノ宮店オープン !!」
NeeDS のパーソナルトレーニングが大阪でも受けられます！
大阪城公園の近く森ノ宮駅徒歩 2 分にスタジオ NeeDS 森ノ宮店が
オープンしました！
NeeDS 六甲道店の良さを持ちあわせた新しい施設です。
大阪でお身体お悩みの方がおられましたら是非一度ご連絡下さい！
スタッフ一同心よりお待ちしております！

NeeDS 森ノ宮店

住所：大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1 丁目 11-15
RK ビル 3 階

TEL：078-777-9052

「愛顔つなぐ愛媛大会、優勝 !!」
NeeDS でトレーニングを行っている土井久明選手が愛媛国体に出場し 25m、50m 自由形共に
優勝しました！！この愛媛国体でまずは結果を出すために 3 ヶ月間トレーニングに取り組んで来
たので本当に良かったです！！

＜土井選手からのコメント＞

『今回「愛顔つなぐ愛媛大会」の参加あたり神戸ニーズの松下さん、スタッフの皆さんをは
じめ永尾文博さん、それに家族みんなの協力と沢山の方々にサポート頂き感謝の気持ちで
いっぱいです。試合では、25m 自由形、50m 自由形、共に一位という最高の結果を残す
ことができました。私自身の人生においても非常に良き思い出となりました。今後はこの
経験を少しでも活かして更なる向上心を持って頑張っていこうと思っています。応援して
くださった方々に改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。』
NeeDS では、プロ・アマチュア問わずスポーツのパフォーマンス向上のためのトレーニングを

行っております。パーソナルストレッチ、
コンディショニング、トレーニングにご興味のある方は、
是非一度ご連絡下さい！！

「地域の方と運動」
先日、地域の方々に運動指導を行いました！
肩が痛くて腕が上がらないという方も、「身体を動かしているうちに、
肩の痛みが無くなった！」「身体が軽くなった！」と喜んでくださいま
した。
皆さんでたわいもない話をしながら、楽しく笑いながら運動することで、
笑顔が溢れていました。
運動を通じてたくさんの人に健康で元気にしていきます！
運動は、日常です！気軽に始めてみませんか？

「スポーツ医学専門誌
「ニーズトレーニングメソッド™（NTM）
『月刊トレーニングジャーナル』掲載」 認定講習ファンダメンタル」
パフォーマンス向上を支えるスポーツ医科学専門誌である『月刊ト
レーニングジャーナル』に『動きを見るときに必要なもの』というテー
マで NeeDS オリジナルのニーズトレーニングメソッド™(NTM) が
特集されました。
読んで頂けると NeeDS のトレーナーがどのようにしてお客様の身
体を見て評価をしているかが分かります。
そして、ニーズトレーニングメソッド™(NTM) が生まれたきっかけ
や、NeeDS™で実際に行われているエクササイズである『ポイント
スクワット』などの紹介もされておりますので是非一度ご覧下さい。

10 月 8.9 日と 2 日間に渡り、NTM 認定講習を開催致しました。
鍼灸師、柔道整復師、アスレティックトレーナーなど様々な資格をお持
ちで活躍されている方がご参加下さいました。
NTM 認定講習では、様々な角度や視点、独自の身体の見方で評価する
方法をお伝えします。
お客様の状態を評価しトレーニングプログラム作成にあたっての情報を
取得した上でプログラムを提供することが出来ます！
私たちは、このノウハウを使って、一般からプロアスリートまで年間
4000 セッション行い、動きの改善やパフォーマンス向上を行っており
ます！
ご興味のある方は、一度ご体験ください！！
あなたの身体見抜きます！！

「NeeDS お客様の声」
会員様より嬉しいお言葉を頂きました！！
・会員 Y 様
「NeeDS は本当に良いところです。なぜかというと、正しいフォーム
でトレーニング指導を行ってくれるからです。フィットネスジムでは、
完璧と言われるのに対して、NeeDS スタッフは口うるさいくらいに ( い
い意味で ) 指摘してくれるから嬉しいです。悩んでいる人は、一度体験
月刊トレーニングジャーナル
11 月号

してみてから決めるべき！」
・会員 A 様
「NeeDS に来て変わったことは、ゴルフの際に、軸を感じることが出
来るようになりました。大きな動きではなく、小さな動きの重要性を知っ
た。」

「管理栄養士 開地なほの栄養コラム」～カボチャの洋風白和え～
材

料

カボチャ 80g ／玉ねぎ 1/2 個／豆腐 50g ／マスタード 小さじ
2 ／醤油 小さじ 1 ／砂糖 ( ラカント ) 小さじ 1
- 作り方 -

１．カボチャは蒸す or レンジにかけて火を入れておく。玉ねぎは薄くスライスして水
にさらし、豆腐は軽く水切りしておく。
２．マスタード、醤油、ラカントは合わせておく。
３．ボウルに水切りした豆腐と 2 を入れてよく混ぜ、そこにカボチャと玉ねぎを入れ

ブログ「食べて痩せる料理教室。

食とこころを繋ぐシアワセビジンごはん♡♡」
http://ameblo.jp/na0717ho

▷キノコなど入れても更に美味しくなります♡

▷ダイエット中の方の注意点としてカボチャの糖質は少なくはないので、食べ過ぎや

11 月の栄養カウンセリング
11 月 15 日（水）9:00 〜 12:00

て和えたら出来上がり♪

17:00 〜 21:00

11 月 21 日（火）終日

一緒に食べる白ご飯の量などには少し気をつけて下さいね !!

チョコレートやアイスを食べるなら、蒸したかぼちゃやお芋の方が食物繊維やビタミ
ンなどもとれるのでオススメです！

「NeeDS コラム」vol.04

「Facebook 見ました！キャンペーン」

こんにちは！江見です！

皆さん、NeeDS の Facebook ページはご存知ですか？ NeeDS の

今日は、NeeDS で取り扱っているサプリメントのご紹介！

Facebook をご覧頂いた方、限定のキャンペーンを実施致します！

NeeDS では、抜群の吸収率で要望に合わせて選んで飲むことが出来、
アスリートも飲んでいる『MUSASHI』を取り扱っています！

キャンペーン

『MUSASHI』は、アミノ酸の栄養補助食品です。

内容

アミノ酸は、たんぱく質が分解されたもので、すでに分解されてい
るため非常に吸収が早い！
しかも、脂肪燃焼・疲労回復・筋力アップ・美容効果・持久力向上
といった用途に合わせて選ぶことが出来ます。
私のおすすめは、脂肪燃焼なら『HUAN＋ENDURANCE』のセット！
日頃の疲れを取るなら『NI』お酒の飲み過ぎには『NI＋HUAN』

・入会金半額

・各コースの体験 1000 円引き
・ドリンク 1 本無料

・サプリメントセットプレゼント

NeeDS へ来られた際に『Facebook を見ました』と言って頂いた
お客様限定です！運動を始めたいなという方必見です！この機会に
ご相談ください！スタッフ一同、心よりお待ちしております。

お客様の要望に合うものをご提案させて頂きますよ！

「周辺お店情報」

トレーニングに栄養をプラスすることで更にトレーニング効果は、

『うどん直』

加速します！！
次回は、それぞれのご紹介をさせて頂きます！！
お楽しみに！！

六甲道駅から徒歩 4 分の美味しい関西風創作うどん屋さん！
おしゃれな店内で食べる自家製麺のうどんは、絶品です！
うどん好きの方は、是非一度、食べてみてください！
住
営

所：灘区六甲町 1-1-7

業：11:00〜15:00 17:00〜21:00

（ラストオーダー 20:30）

定休日：毎週月曜日

No NeeDS No LIFE
スポーツに関わる全ての人のパフォーマンス、生活の質の向上を目指し、運動・スポーツ・トレーニングを
通じて人々の健康を促進し豊かな社会建設に寄与する。株式会社エヌ・ディ・エス
各種お気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間：9：00〜21：00

TEL 078 -777-9052

