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サンドバス って何？？

サンドバス

～サンエメリーのサンドバス ( 砂風呂 ) のすべて～

直径数ミリのセラミックボールに 15 ～ 25 分程度身体をうずめ砂風呂の要領で身体を温めて行きます。
温かい砂の遠赤外線パワーで発汗が促され、 身体をめぐる血液の循環が良くなります。
体内に溜まっている毒素を体外に排出する作用も UP するのでデトックス効果バツグン！
また、 セラミックボールの程良い圧力が身体全体にかかり、
マッサージ効果が得られるので 「浮腫み」 が気になる方にはオススメです！

②. セラミックボールが敷き詰められた浴槽に、
埋まる様な感じで入ります
③.10 分間の入浴後、 スタッフが様子をお伺いします。
( その際、 砂を一度かき混ぜ温かい砂に入れ替えます )
④. 具合がよければそのままで５～ 10 分間入浴します
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秋

サンドバスの入り方
①. まずシャワーした後、 温かいお茶や水を飲み、
発汗に伴う水分不足を補います

⑤. 半身浴に切り替え５分程度クールダウンします
サンドバスはわずか 15 ～ 25 分の入浴ですが、
20 キロのジョギングと同じだけの消費カロリーがあると言われています

⑥. 合計で約 15 分～ 25 分程度入りましたら終了です
初めての方は、 サンドバスに入る前に
軽い問診と入浴前の説明を致します
気になる事があればお気軽にご相談ください

⑦. 自動洗浄の際、 カラダの老廃物を確認してみて下さい
⑧. シャワーを浴び、 着替えます
⑨. サロンにてお茶をお出ししますので、
ゆっくりクールダウンして下さい

手ぶらで OK ！
自動洗浄で清潔です

使用後の浴槽は 1 槽づつ自動洗浄にて洗浄を致しますので清潔です

タオル、 シャンプー ・ リンス ・ ボディーソープ
入浴着（紙ショーツ ・ ブラ ・ バスローブ）
お水（おかわり OK）をご用意しています

理学療法士のいるサロン

サンエメリー の ニュースレター

自動洗浄の際には、 カラダから出た老廃物（泡 ・ 濁り ・ 脂）がお湯に浮き上がります
目に見えてカラダの疲れた部分が良く分かるため、
デトックス出来た！と爽快な気分になります

夏バテならぬ秋バテ！？ 「温活」 のすすめ
秋バテとは、 夏、 冷房が効いた部屋に長時間いたり、 冷たい飲み物やアイスなどをたくさん摂取して体が冷えることが原因で
起こる秋の疲れのことです。 夏から秋に変わり、 急に涼しくなる初秋に疲れや不調が出てしまうのです。

“ 秋バテ ” を解消するには？

体を温める生活習慣 “ 温活 ” がおすすめです。

自律神経のバランスを取り戻し、 秋バテに効果的な温活は、

①軽い運動をする
②シャワーだけで済ませず、 お風呂にゆっくりとつかる
③冷たい飲み物を控え、 温かいものを積極的に摂る

など、 体を芯から温め全身の血流を良くして代謝を上げることが目標です。 ホットヨガも効果的な方法です。

しかし時間がなく、 運動をしたりお風呂にゆっくりつかる時間も取れない、、、 という方は、
ゆっくりと腹式呼吸をするだけでも体全体の血流が改善され、 自律神経にも良い影響が現れます。

そして食生活にも少しだけ温活を取り入れてみましょう。
体を温めると言われている食材は、

・ 生姜 ・ ニンニク ・ かぶ ・ カボチャ ・ ネギ ・ 玉ねぎ ・ 鶏肉 ・ もち米 ・ ・ ・ などなど。
これらを積極的に献立メニューに取り入れてみましょう。

効果 ・ 効能
冷え性 ・ 血液循環、 肩こりの改善、 新陳代謝の促進
ダイエット効果、 自然治癒力の向上、 免疫力の向上
排毒効果（デトックス効果 )、 老化防止
美肌効果（体内コラーゲンの合成 )、 便秘の緩和
ストレスの解消や軽減、 ホルモン分泌の正常化

料金
一

般

1 回／ 4,500 円（税別）
3 回分チケット／ 10,500 円（税別）
5 回分チケット／ 15,000 円（税別）

初回限定サービス
初回のみ／ 3,500 円（税別）
エステメニューを組み合わせてのご利用
サンドバス 1 回／ 3,000 円（税別）

セット回数券でのご利用が
効果的にも料金的にもオススメ！

( セット回数券について裏面に記載しております )

受付時間

火曜～金曜 10：30 ～ 20：00
土曜
10：30 ～ 18：00
日曜 ・ 祝日 11：30 ～ 16：30

秋こそ温活！！

～ 秋太りに要注意 ～ 溜め込まないカラダ作り！

気温も下がり過ごしやすくなる秋は、 食欲が増すシーズン！多くの旬の味覚で溢れ気がつけば体重増加！？
と言う方は多いのでは？毎年 「秋太り」 に悩まされるというアナタは、 今年こそ早め早めの対策を！

夏に体を冷やした人は、 しっかり秋に温めよう ! ！
冷房や急激な気温の変化にさらされた体のストレスが秋には出やすく、 体の中のバランスの崩れが太りやすくする原因の 1 つ。
これからの季節、 ますます外気温は下がり身体は寒さにさらされます。
体のメカニズムとして、 寒くなる秋から冬に身体は体温や内臓の温度を一定に保とうとして、 脂肪をため込もうと反応します。
秋は 「溜め込む」 季節なのです。
一方、 外気温や体温が低くなる秋から冬にかけては、 体温を一定に保つためにエネルギーも必要となります。
つまり、 エネルギーが燃焼しやすい＝代謝が上がりやすくなる＝ダイエットを効率よく実践できる季節でもあるのです。
溜め込んだ脂肪を溜め込んだままにしないこと！が重要になります。
代謝の上がりやすい秋～冬にかけてのこの時期に、 身体の代謝機能を活性化させて脂肪の燃えやすい体作りをしましょう！
そこで、 重要になるのが 「身体を冷やさないこと」。
体温が 1 度下がれば基礎代謝は 13 ～ 15％ダウン、 免疫力は約 30％もダウンすると言われています。
基礎代謝が下がるとそれだけ脂肪を燃焼しにくくなりますよね。
また、 身体を冷やすことで起こるのは、 排泄機能の低下。
身体に溜め込んだものを外に排泄する（デトックス）機能が低下するとそれだけ溜め込む身体になます。
夏に冷やした体をそのままにしないで、 身体を温めて体温を UP させましょう！
体温を UP ！基礎代謝を UP ！させて、 溜め込まない巡りの良い体作りを目指しましょう！

耳寄り情報
カラダは 「冷え」 ていませんか？
・ 冷え症で汗がかけないとお悩みの方
・ 代謝が落ちていろいろとため込みがちな方
・ ホルモンバランスが崩れて体調がすぐれない方
・ 婦人科系のトラブルや不妊でお悩みの方

ちょこっと NEWS

Action!! 815（毎月～金曜日 16:00-18:00）の
第１ ・ ３月曜日の 16:45 ～
サンエメリーのラジオ番組コーナーがあります
月曜パーソナリティ

毎週水曜日 ・ 10:30~11:30
毎週金曜日 ・ 20:00~21:00

シェイプアップヨガ
松本 郁巳 先生

通常より 1500 円 お得な、 新しいセット回数券を発売！
お客様より兼ねてからご要望を頂いておりました

サンドバス ＆ 岩盤浴 のセット回数券を販売中です。

シェイプアップヨガを担当します松本郁巳です。
私とヨガの出会いは、

サンドバス ・ 岩盤浴 セット回数券

ダンサーを目指し短期留学をしたアメリカでした。

サンドバス 1 枚（3500 円）
＝ 6000 円（税別）
＋
岩盤浴 2 枚（1250 円 ×2 枚）
通常料金
サンドバス 4500 円 (1 回 )
岩盤浴
1500 円 (1 回 )

ダンスレッスン中に故障をした事でヨガクラスに参加。
軽い気持ちで参加したヨガクラスでしたが、 次第に自分自身を
内観し日常の様々なものから解き放たれる感覚を覚えました。
日々皆さん、 ご自身の心や体を酷使されていると思います。
私のレッスンを受けて少しでも軽い気分になって頂きたい！
と言う思いで、 毎回のクラスをしております。
ヨガのベースを残し、 ほぐしや体幹を鍛えるポーズを中心に
メニューを構成しています。
また、 ご参加の皆さんの様子を見ながら

サンドバスは短時間で効率的にグッと汗を出して行きますので
カラダのぼ～っとしたむくみやだるさなどにはとても有効です
岩盤浴は時間をかけてゆっくりとじっくり汗を出して行きますので
体がゆっくりと心地よく温まります

心地の良いクラス作りを心掛けています。
クラス終了後の皆さんの 「気持ちよかった～」 のお言葉は
私の励みになります
最初はきついレッスンかもしれませんが、
ご自身の体の変化を味わいながら一緒にヨガを楽しみましょう。
http://www.sanemeri.com

お問合せ

TEL 087-832-5566

〒760-0080 香川県高松市木太町 2699-1

営業時間
火曜～金曜 10：00 ～ 22：00

ことでん
春日川駅

10：00 ～ 20：00

日曜 ・ 祝日 11：00 ～ 18：30

国道 11 号線

旧 11 号（県道 33 号線）

至 志度
春日川

月曜、 第 1 ・ 3 日曜

至 市内

トヨペット

定休日

プロスパー
サンダ

土曜

詰田川

体にまつわる色々な情報をお話しして行きたいと思います
お時間があればお聞き下さいね～

T.K 様（40 代･女性）

ホットヨガご利用（利用歴 3 年）
もともとあまり代謝がよくないので、
岩盤浴に行き汗を流せばいいかも…と思い探していると、
家の近くに岩盤浴でホットヨガもできるスタジオがあったので、
行ってみようと思ったのがきっかけです。
初めは、 体の堅い私がヨガって…と思い緊張していたのですが、
岩盤の熱い中でするからか、 いつもより体も動く気がします。
それに何と言っても汗がたくさん出るというのが嬉しいです。
普段汗をかくことがないので、 デトックスしてるように思えます。
また終わった後は、 体も心もスッキリです！
そんな私ですが、 サンエメリーさんに通い始め早 3 年が立ちます。
中々スポーツは長続きしない私ですが続いています。
居心地がいいというか、 あたたかい雰囲気と、 スタッフさんたちが
明るくて優しく、 素敵なのも魅力です。
これかも続けていきたいと思います。

第3弾

温しゃぶ
野菜
ネッツ
トヨタ
スバル

佐藤 万里奈さん
市原 和憲さん
http://www.fm815.com/

お客様の声

いつも皆様にご好評頂いておりますホットメニュー。
各レッスンの先生より、 耳寄りな情報をお伺いします。

月に一度は
サンドバスでドッ！と毒出しデトックが理想的！

例えば、
平均的に体重が 50kg を推移している方の体温が 1 度下がり、 基礎代謝が約 12％下がってしまうと、
同じ食事内容や運動量で過ごしても、 いつの間にか 6kg も体重が増えてしまうことに！！。
また、 免疫力が約 30％も下がることは、
その分だけ病気になりやすい体質になるということです。
実際に、 気温や体温が下がる冬場には、 風邪やインフルエンザなどが流行し、 脳梗塞や心筋梗塞、 高血圧の
患者が増えるだけでなく、 ほとんどの病気で死亡率が高くなっています。
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