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寒い季節となりました、皆様お身体にお気をつけて下さい。
寒い季節こそ運動です！我々のストレッチで心も身体も温めて下さい！

「NeeDS 体操で朝からスッキリ」
毎週水曜日 8:15 〜 30 分間で、ジム＆スタジオ NeeDS にて
『NeeDS 体操』を実施しております。第１回目は、11 月 22 日（水）
でした。NeeDS 体操は、30 分で頭から足先まで全身を簡単に動かし、
心も体もスッキリすることが出来ます！今回参加してくださったお客
様からは、｢朝からスッキリした！｣｢寒かったけど体が温まった！｣｢今
日も一日頑張れそう！｣など、とても嬉しいお声を頂きました！
参加者の皆様、ありがとうございました！ぜひ、お友達やご家族の方
と一緒に NeeDS 体操に参加してみませんか？参加費無料です！
皆様のご参加、心よりお待ちしております！

『NeeDS 体操』

朝からスッキリしませんか？
日

時：毎週水曜日 8:15 〜 8:45

場

所：ジム＆スタジオ NeeDS

参加費：無料
※お気軽にお問い合わせください！

「高齢化社会になにができるか？」
スタッフの勉強会に『あらたかリハビリテーションセンター舞多聞』の
見学に行ってきました。実際の介護現場や、どのような運動しているか
などを見学させていただき、トレーナーとして社会にたいして出来るこ
とは、何か？を考えるとワクワクします。

トレーナーという枠に囚われず、できることをしていきたいですね！

またトイロロといった子どもたちがおもいっきり使える無料のスペース
もありますよ！

是非、1 度皆さん、HP もご覧ください！
株式会社あらたか

http://www.arataka.co.jp/

「スタジオ NeeDS 森ノ宮店ランニングイベント第 2 弾」
先日、大阪城公園にてランニングセミナー第二弾を開催致しました。
今回も、マラソン完走請負人「牧野仁さん」を講師にお招きさせて頂
きました。実際にフォームの違いをご自身で感じていただいたり、お
互いにフォームを見合ったりして、「綺麗な姿勢で長く走れる」ラン
ニングフォームを中心に行いました。参加者の多くの方が、神戸マラ
ソンや大阪マラソンに出場予定とのこともあり、「坂道でのポイント」
についても教えて頂き、驚きがたくさんあったようです。それぞれの
大会で今回の内容を活用して頂けると嬉しいです !!
牧野さん、参加者の皆様、誠にありがとうございました。

スタジオ NeeDS
森ノ宮店

電話番号

06-4790-7515

ご予約は、お電話で承っております。

「トレニーくん☆LINE スタンプ完成」
皆さん、お待たせ致しました！
遂に、トレニー☆くんの LINE スタンプが完成しました！
こだわり抜いた 40 種類です！！
めちゃくちゃ可愛いので是非、ご興味のある方はダウンロードしてみて
下さい！
松下トレーナーのお気に入りは、〔栄養バランス〕です！
ダウンロードはこちらから⬇
スタンプは全 40 種類

「NeeDS 契約アスリート情報」
プロスノーボーダー

平岡 敬太郎 選手

先日大阪で開催されました『2017KING OF KINGS』に出場し、結
果は 40 名近く参加されて第 4 位でした。

＜平岡選手からのコメント＞
新しく課題も見つかり、改めて上に上がっていけるなと感じま
した。これからも頑張ります！
これから更に成長し続ける平岡選手から目が離せません！
皆様の応援宜しくお願い致します。

「NeeDS コラム」vol.05
こんにちは、江見です！

最近は、寒くなってきましたのでお身体お気をつけください。
適度な運動は、免疫を高めるので風邪予防にオススメですよ！
さて、今回は『MUSASHI の種類について』。ご紹介するのは、『NI』
『KUAN』『K ʻUN』それぞれ、『NI：疲労回復』『KUAN：男性にオ
ススメ・筋力アップ』『Kʼ UN：女性にオススメ・シェイプアップ』
といった効果を運動後や、就寝前に飲むことで期待できます。
ポイントは、必須アミノ酸。
必須アミノ酸とは、体内で作ることが出来ない 9 種類のアミノ酸の
ことを言います。トレーニング後に、質の良いアミノ酸※1 を摂取
することでよりトレーニング効果を得ることが出来るんです。特に
『KUAN』『Kʼ UN』は、この必須アミノ酸を含む 11 種類のアミノ
酸がバランスよく配合されているので、身体づくりなどにオススメ
ですよ。次に、『NI』には、必須アミノ酸の中にある『BCAA：分岐
鎖アミノ酸』というものでできており、このアミノ酸が特に疲労回
復に効果を発揮します。
もっと筋力をつけたい、身体を引き締めたい、日頃の疲労を取りた
い！そんな方は、まずは飲んでみて下さい！いつもの食事にプラス
することで、個人差はありますが効果を感じることが出来ますよ！
次回は、アミノ酸の紹介とその他の MUSASHI をご紹介します。
それでは、また次回！
※1. 質の良いアミノ酸とは、アミノ酸スコア 100 のこと。

https://line.me/S/sticker/1689007

「管理栄養士 開地なほの栄養コラム」～カレー風味の厚あげホットサラダ～
材

料

厚揚げ 2 個／しめじ 50g ／玉ねぎ 1/4 個／酒 小さじ 1 ／醤油

小さじ 1 ／カレー粉／小さじ 1/2 ／砂糖 ( ラカント ) 小さじ 1/2
／葉っぱ類の野菜／プチトマト
- 作り方 -

1. 厚揚げは油を抜いて一口大の大きさに切る。
※油抜きの方法は、お湯にサッと潜らせるのが一般的ですが今回は時短バージョン
濡れたキッチンペーパーに包み、レンジで 1 分ほど温めるだけ♪
これであっという間に油が抜けちゃいます♡

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

2. 1 の厚揚げを焼き、焼き目がついてきたら一度取り出してしめじと玉ねぎを炒める。
3. しんなりしてきたら、取り出しておいた厚揚げを戻して調味料を全て混ぜていく。
4. レタスなどの葉野菜の上に 3 をのせて、プチトマト等で飾り付けたら出来上がり
▷厚揚げはもちろん！お湯に潜らせて油抜きしてもらっても大丈夫です！

▷辛いのが苦手な方はカレーパウダーを小さじ 1/4 くらいから入れて、味見をしなが
ら増やしてみてください♡

「キャンペーン情報」
身体づくりキャンペーン！ !

①トレーニングコース体験（60 分）
②栄養カウンセリング（90 分）
※栄養コンシェルジュ ®２つ星監修
セットで通常
特別価格の

15,000 円のところを

10,000 円でのご案内となります !!

会員様は勿論ですが、非会員様でも大歓迎です！
管理栄養士による栄養カウンセリングとなっておりますので、この機会をお見逃しなく！！

「NeeDS お客様の声」

「周辺お店情報」
『New York Garden Place hug』

会員様より嬉しいお言葉を頂きました！！
・会員 T 様

六甲道駅から徒歩駅 2 分の赤い壁が目印のお店！

「マンツーマンだから人にあったメニューを組んでくれるので、自分の

美味しいランチやディナーなど、特にオリジナルのデニッシュを使っ

身体の動きが良く分かるようになった。腰痛改善。ゴルフで下半身が強

たスイーツがオススメです！

くなったと感じる。」
・会員 S 様

住

「身体のバランスを意識するようになった。仕事柄姿勢が悪くなるが
NeeDS に来て軸を整えてもらい身体をリセットしてもらえる。」
・会員 K 様
「I

LOVE

所：灘区永手町 5-1-246

ランチ：11:00 〜 15:00
ディナー：15:00 〜 22:00

定休日：月曜定休日

HP:http://www.cafe-hug.com/

NeeDS」

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

