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　この本をお読みいただき、ありがとうございます！

　この本を読まれているあなたはきっと、

「過去にダイエットをしてみて失敗したことがある」

「あらゆるダイエット法を試したが、どれもしっくりこなかった」

「ジムに通ってはみたものの、どうトレーニングしたらいいか分からない」

「太りたいけど、食べてもなかなか太れない」

「筋肉をつけたいけど、筋トレしても思うように筋肉がつかない」

「何がなんでもボディメイクを上手くいかせたい」

といった方だと思います。

　もし、あなたが上記の１つでも当てはまるようであれば、本書はあなたが今抱

えているであろうお悩みにピッタリの解決策をお渡しできるでしょう。そして本

書は、これからボディメイクの道を歩むあなたにとっての良き理解者・メンター

としてサポートしてくれるはずです。

　なぜなら、この実践ガイドブックは、これまでたくさんのクライアントのボディ

メイクを成功へ導いてきた VILLAGE 宇都宮が、パーソナルトレーニングの中で

繰り返しお客様にお伝えし、ボディメイクを成功させてきた知識と経験を一冊に
まとめた『実践ガイド』だからです。

　「実践ガイドだって？書店に行けば、ボディメイク本なんてたくさんあるじゃな

いか！」とあなたは思われたかもしれません。しかし、そういった書籍のほとん

どは、「食事のガイドブック」「良質な睡眠の方法論」「有名なパーソナルトレーナー

が教える効果的なトレーニング方法」といったように、ボディメイクを成功させ

たい人にとっての知識がバラバラにまとめられており、結局どの方法が自分に合っ
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た方法なのかわからないという結果を生んでいます。

　またその結果、間違ったボディメイク法を信じて自己流に走り・・・、「痩せた
はいいものの、筋肉も一緒に落ちてしまった・・・」「なんで、食べても太れな
いんだろう・・・」と、いつまで経っても結果が出ず、出口のない迷路を彷徨う
ことになります。こうした自己流による間違った方法によって、失敗を繰り返し、
人生の大切な時間を無駄にする被害者が後を絶ちません。

　本書の目的は、そういった間違ったボディメイクによって努力が報われず、「私

の身体は変わらないのかも・・・」とお悩みの人々に救いの手を差し伸ばし、「最

短距離で」「一人ひとりの願望に対して」ボディメイクを成功していただくことで、

ボディメイク以外の自分の人生を費やしたい多くのことに時間を割けるよう、道

標を手渡すことにあります。

　そのため、本書はボディメイクを成功に導くために最低限知っておいていただ

きたい知識とエッセンスを一冊にまとめて凝縮し、あなたのこれからのボディメ

イクへの道のりを成功へ導くサポーターとしてお役立ちできたらと思い作成しま

した。

　ぜひ、本書をよくお読みいただき、小さなことからで結構ですので実践していっ

て下さい。特に本書の中にあるあなたが守るべき１日の摂取カロリー計算方法は
必見です。そこに記載してあるゴールデンルールを守っていただければ、必ず結

果は出るとお約束できます。

　本書があなたのボディメイクに少しでもお役立ちできたら、これほど嬉しいこ

とはありません。本書は、当初は VILLAGE 宇都宮の会員様限定でお配りする予

定だったものですが、内容をまとめているうちに、ぜひ多くの方にご紹介したい

と想い、小冊子としてお配りさせて頂く形を取りました。

　あなたも、本書をお読みいただいてご満足いただいたら、ぜひ同僚・ご友人へ、

本書の内容をご共有いただければ幸甚に存じます。そうすることで、間違ったボ



ボディメイク法から脱却し、正しい努力によって「あこがれのカラダ」を手に入

れる人々が、宇都宮から栃木県全体へと広がります。VILLAGE 宇都宮では本書

を無料配布しておりますので、本書をご紹介頂ける場合はいつでもお気軽にお問

合せ下さい。

　それでは、早速ですが１ページ目から本書を読み進めていってください。第１

章では、なぜ太ってしまうのか？なぜおもい通りに太れないのか、解説していき

ます。第２章ではボディメイクの 3 つの最重要ポイントをお伝えしていきます！

ボディメイクを目指すあなたにとって目からウロコの情報があるはずです。

　本書を通じて、あなたのボディメイクが成功することを心より祈っております。

宇都宮健康維持・推進協会
VILLAGE UTSUNOMIYA
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第１章　人は、なぜ太ってしまうのか？

突然ですが、クイズです。

さて、あなたはどの回答だと思いますか？

基本的に、筋肉によって体重が増えると、スタイルが良くなります。

逆に脂肪によって体重が増えると、スタイルが悪くなります。

このことから、正解は③ということが分かります。

もしかしたら、あなたはもうご存知だったかもしれません。

一般的に、

「太る」＝「脂肪によって体重が増えること」
と言われています。

そうです。私たちが言う「太る」というのは、

『脂肪が通常よりも多く、体重が増えてしまっている』
ということを指すのです。つまり、肥満です。

「一般的に『太る』とは体重が重くなることを指しますが、
何があなたの身体を重くしていると思いますか？」Quiz

①筋肉
②骨
③脂肪

人は、なぜ太ってしまうのか？01
太らない身体を創るために
今すぐ止めるべき３つの習慣とは？

《ストップ！中年太り》
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その原因は習慣が大きく関係しています。

では、どのような習慣が肥満と関係しているのでしょうか。

「どうすれば脂肪が増えないの！？」と疑問を持たれた方もご安心下さい。

ここでは、脂肪が知らず知らずのうちに増える３つの原因をご紹介します。

まず始めは、「そうなんだ！」という程度の理解で構いません。

１つ１つ例を見て、当てはまる習慣がないかどうか確認して下さい。

１日に食べても良い脂質の量には限りがあります。これを PFC バランス

と言い、後であなたに適切な食事の量を計算できる方法をお伝えしますが、

「思っていたよりも少ないな・・・。」と思われるはずです。そう、太る原

因は脂質や糖を食べすぎることで体内の脂肪が余ってしまい、身体がブク
ブク太っていくのです。

脳や体を動かすときに糖は必要なエネルギーとなります。しかし、甘いも

のには糖がたくさん含まれており、1 日あなたが食べてもよい糖の量を超

えてしまうと、１日の生活の中で使い切れなかった糖が脂肪へと変換され

てしまうです。

このぐらいなら大丈夫と思って摂取していた食べ物の糖の量が多いこと

が、ダイエットへの妨げになっているのです。ダイエット中の方にとって
甘いお菓子や飲み物は天敵です。

太る習慣① ｜ 「脂質」の多い食事ばかりしている

太る習慣② ｜ 甘いものばかり食べる
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残業で帰るのが遅い…仕事の付き合いで睡眠がしっかりとれていない日が

多い…など、睡眠不足に悩まされる方は当てはまるかもしれません。

実は、その睡眠不足が肥満へと繋がっていることは、多くの文献でも取り

上げられているのです。睡眠の詳しい話は後半でお伝えさせて頂きます。

太る習慣③ ｜ 睡眠不足になっている

「当たり前のことばかりだな」と思われた方もいたかもしれません。

しかし、このキホンがとても大事だと私たちは考えています。

ダイエットが上手くいかないな・・・といった時は、ほとんど知らず知らずのう
ちに上記に該当する間違いを犯しているのです。

ここから更に、ボディメイク＆ダイエットにおけるよくある間違いをお伝えしま

す。これを読むことで、あなたも同じ間違いを犯さずに済むことでしょう。

いかがでしたでしょうか？

02
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第１章　人は、なぜ太ってしまうのか？

これは一番多い間違いの１つです。

もちろん、食事で摂りこむカロリーを極端に減らした時に

消費カロリーが上回り、一時的に体重は減ります。

ですが、その状態では決してダイエットが成功した状態と

は言えません。なぜなら、この方法のダイエットは脂肪と

筋肉量が落ちた結果、メリハリのあるボディを作ることが

できないカラダへと変化してします。

また、栄養不足のため肌は乾燥し、逆に不健康なカラダへ

と繋がるので、改善することをお勧めします。

そこで、本書をお読みのあなたにはダイエットをする上で必ず覚えておいていた

だきたい知識があります。

そう。正しいダイエットとは、

「まずは、適切な食事を必ず摂ること！」です。

間違ったダイエット法①　食べなければ痩せる！

人は、なぜ太ってしまうのか？02警告！間違ったダイエット法に
気をつけよう！
世の中にはたくさんのボディメイク・ダイエット方法が流れていますが、その中

でもよくある間違い・勘違いについてお伝えしていきます。

この内容を知ることで、あなたは間違ったボディメイクの情報から身を守ること

が可能になります。それでは、早速、見ていきましょう。
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第１章　人は、なぜ太ってしまうのか？

適切な量の食事を摂ることで、筋肉がつきやすく基礎代謝が上がります。

基礎代謝とは「何もしていなくても消費されるエネルギー」のことです。

この「筋肉を作る」過程を飛ばしてしまいますと、いつまでたっても痩せにくく、

理想の体型や美肌を維持することは難しいでしょう。

よく、芸能モデルやボディラインが綺麗な芸能人なども「食べることがとても大切」

と言われています。ボディメイクを成功させている方は、この食事のバランスが

いかに大切か理解できているからこそ、成功されているのです。

では、なぜ食事を摂取し、筋力を上げる必要があるのでしょうか？

「食べたらもっと太ってしまうのでは？筋肉ムキムキにはなりたくありません。」

そう心の奥底で思われている方は、今までの常識を覆して頂く必要があるかもし

れません。

ご安心ください！適切な量さえ守れば、太りませんし、筋肉ムキムキになるどこ

ろかメリハリがあるボディとなり、理想のボディを作ることができるのです！

そう断言できるひとつの理由は、筋力が上がると基礎代謝が上がり、消費カロリー

が多くなるからです。

具体的に申しますと、「基礎代謝量は、体温が 1 度上がると約 13% 増加」と言わ

れています。

例えば、基礎代謝量が 1500kcal だと、脂肪 1 キロを落とすのに必要なカロリーは、

約 7200 キロカロリーなので、「体温を 1 度上げるだけで、なにもせずに約 36 日
で脂肪 1 キロが落ちる」計算になるのです。1）
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第１章　人は、なぜ太ってしまうのか？

筋肉の分解

筋肉量の減少

基礎代謝・活動代謝の低下

脂肪を燃やしにくい体になる

この過程が理解されていない方が非常に多く、間違ったダイエットに走ってしま

うので、もう一度見直してみましょう。

また、食べないダイエットは、空腹感を

常に感じていると、１回の食事の栄養を

全て吸収しようと臓器が働くため、太り

やすいカラダを作ってしまいます。 

そのため、健康に良くないのは当然です

が、ダイエット的にもよくありません。

痩せますが、ダイエットをする上で非常

に大切となる、筋肉の分解を招くからで

す。

筋肉が分解されると、上記で説明したように「消費カロ

リー量」が減っていきます。そのため、筋肉の分解により、

『痩せにくいカラダ』になっていくのです。

なんという悲劇でしょうか・・・。

何度もお伝えしますが、これが最も大切なポイントとな

ります。

食事の管理の方法についてはこの後の章でご説明します

のでまずは、『消費エネルギーを上げる』ことをここでは覚えておいて下さい。
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炭水化物＝糖質と思われますが、実は「炭水化物＝糖質 + 食物繊維」が正しいです。

『糖質制限ダイエット』という言葉がある通り、太る原因として炭水化物がよく挙

げられます。確かに炭水化物を制限することで痩せはするのですが、炭水化物を

制限するだけではストレスが溜まり、ドカ食いを招いてしまう可能性があるので

あまりお勧めしません。

また、メリハリのあるカラダや基礎代謝を上げた健康的な痩せ方とは真逆の方向

へ進んでしまうのです。

炭水化物の制限をするダイエットは絶対にダメ、とは言えません。しかし、正し

い炭水化物制限でのダイエット方法や食事のバランスを行うことが重要となって

きます。

炭水化物を無理に制限せずとも痩せるので、炭水化物を過度に制限するのではな

くタンパク質・脂質・炭水化物をバランスよく摂取してカロリー調整をしましょう。

そのためには、食事コントロールが理想の身体への近道です。

間違ったダイエット法②　過度な炭水化物制限
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では、これからお伝えする内容で実際に成果が出ている方をご紹介致します。

いかがでしょうか。

ここでご紹介した方々がダイエットを実施したのは一番痩せにくい冬です。リバ

ウンドなく、確実に痩せていく結果が出ています。

また、「自分に合ったペースで確実に痩せていくので、毎日のセッションが楽しい」

「ダイエットをしたい時にはこのような食事でも痩せられるんだと気づくことがで

きました」など少しづつダイエットや健康に良い知識と技術を身につけていき、

結果、自立し継続してダイエットに励まれることが証明されています。

ボディメイクは必ず成功へ導ける

A様（40代女性）【実施期間：10月～4月】 N様（30代女性）【実施期間：10月～ 4月】

65.5kg → 57.85kg 86.1kg → 69.05kg

89cm → 74.3cm 96cm → 85.5cm

102cm → 94.5cm 112.5cm → 102cm

38.9% → 32% 46.6% → 33.9%

体重 体重

腹囲 腹囲

ヒップ ヒップ

体脂肪率 体脂肪率

-7.65kg -16.6kg

-14.7cm -10.5cm

-7.5% -10.5cm

-6.2% -12.7%
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これまで、太ってしまう原因についてお伝えしましたが、一方で、「食べて

もなかなか太れないんです・・・」という方も実は多くいらっしゃいます。太り

やすい方からすれば「いいな・・・」と羨ましく感じるかもしれませんが、痩

せている人は心の底で「本当はもっと太りたい！」という悩みをお持ちです。

そこで、ここでは特別編として「太れない原因」を 3 つご紹介いたします。

太れない原因の多くは、摂取カロリーが消費カロリーを下回っているという

ことです。

つまり、食事によって取り込むエネルギーより、仕事や趣味など日常生活で

消費するエネルギーが多い状態です。

「自分は結構食べるほうなんだけどなあ」と思われる方もいるかと思います。

しかし、食事の量を多めにとっていても、あくまでも 1 日に必要な量を満た

さなければ太れません。

では、1 日に必要な量はどのように計算するのでしょうか？

こちらに関しては、後ほど PFC バランスの説明の際にお伝えします。

また、朝食を必ず摂るようにしましょう。

睡眠時は食事をしていません。朝食を摂らず空腹状態が続くと、前述したよ

うに筋肉の減少を引き起こします。

人は、なぜおもい通りに太れない
( 筋肉が付かない ) のか？

特別編

思い通りに太れない ( 筋肉が付かない ) 原因①：
根本的に 1 日に必要な量を食べていない
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太れない 2 つ目の原因は、胃腸の働きが弱いということがあります。

胃腸が弱いと消費カロリー以上の食事を摂っても栄養の吸収効率が悪く、結果、

太れないということになるのです。

胃腸を強くするには様々な方法があります。代表的な方法としては、

・身体を温める

・十分な睡眠を取る

・ストレスを発散させる

などが効果的です。まずは生活習慣から見直していくことが大切です。しっかり

と治したい場合は、一度消化器内科を受診することをオススメします。

太ろうとすると、まずは食べる量を増やすことが思い浮かぶかと思います。

もちろん、太るために食べることは必要です。

しかし、闇雲に食べる量を増やしても、栄養バランスが偏ったりしているとブク

ブク太り、理想の体型とはほど遠い状態になってしまいます。

冒頭のクイズにもありましたように、筋肉をつけることによって体重を増やすこ

とが理想通りに太るコツです！

そう！太るには筋肉をつけること！筋肉をつけるには、トレーニングはもちろん、

食事と睡眠も必要になります。

筋肉をつけるのために効果的な食材、睡眠、トレーニングの方法については後半

でお伝えしますので、そちらを参考にしてください。

思い通りに太れない ( 筋肉が付かない ) 原因③：
食べる量を増やせば太れると思っている

思い通りに太れない ( 筋肉が付かない ) 原因②：
胃腸が弱い
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第１章　人は、なぜ太ってしまうのか？

第 2 章

あこがれのカラダを手に入れる
３つの最重要ポイント

ここまでの知識で、まずあなたがボディメイクを失敗しないための基本的な知識を得
て頂きました。ここからは早速ですが、『あなたのボディメイクを成功へ導く』3 つの
最重要ポイントをお伝えしていきます。

これらの知識は重要です。なぜなら、これまでの学びが「ボディメイクを失敗させな
いために知っておくべき知識」であったなら、これからの学びは、「あなたが『あこが
れのカラダ』を手に入れるために必須となる知識」だからです。

以下３つのポイントに分けてお伝えしていくので、興味のある章から読み進めていって
下さい！

point ①＜食事編＞　…p19
ー理想の身体を創るための食事選びはコレだ！ー

point ②＜睡眠編＞　…p39
ー身体創りと睡眠の知られざる関係ー

point ③＜トレーニング編＞　…p45
ーなぜ、自己流のトレーニングは危険なのか？ー

Point01
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

肉や魚、卵、大豆などタンパク質が多く含まれているおかずを中心に食べましょう。
タンパク質を摂らないと筋肉量が減少し、体力が落ちる原因になります。ボディ

メイクを成功させる上で筋肉を付けていくことが何よりも大事になります。

基礎代謝とは「何もしていなくても消費されるエネルギー」のことを言います。

この基礎代謝が高いと太りにくいと言われています。

適切な水分量（体重 25kg に対して 1ℓ）摂ると血流が良くなり、基礎代謝が上
がります。さらに水には、体内の老廃物を排出するデトックス効果があるとも言

われています。綺麗に美しく痩せるために、水分補給は欠かせません！

また、筋肉の 80％は水分です。水を飲むことで筋肉にしっかりと血液が運ばれ、

効率よく筋肉がつきます。

覚えておきたい食生活の基礎知識４選

理想の身体をつくるための食生活①

『タンパク質』をおかずのメイン

理想の身体をつくるための食生活②

水分補給で『基礎代謝』を上げよう！

Point01《痩せたい！太りたい！筋肉つけたい！》

理想の身体をつくるための
食事選びはコレだ！
この章では、まずはボディメイクを成功させたいあなたに知っておいていただき

たい食事の基礎知識から、ボディメイク期間中に食べてもいい食材・ダメな食材、

そして、食べるべきタイミングとその理由まで詳しく解説いたします。それでは、

早速、食生活の基礎知識から学んでいきましょう！
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

三大栄養素とは「生命維持などに欠かせないエネルギー源」のことで、ボディメ
イク成功にはこの３つの栄養をバランスよく摂取する必要があります。
P ＝ protein タンパク質　（肉類、魚類、卵、大豆など）

F ＝ fat     脂質　　　　　（植物油、動物性油脂など）

C ＝ carbohydrate 炭水化物　（パン、ご飯、麺類など）

こちらはとても重要なので、後ほどご説明させて頂きます。

よく健康を維持・向上させるためにも必要と言われているビタミン・ミネラルで

すが、実はボディメイクにおいてもとても重要なのです。ビタミン・ミネラルの

摂取は代謝を上げ、摂取した食べ物を効率的にエネルギーに変換してくれます。

このため脂肪が燃えやすいカラダが出来上がりやすくなります！

ここでお伝えしたい内容は、ボディメイクの為の偏った食事は必要ないというこ

とです。次のページからは STEP 形式で食生活の具体的な改善方法を詳しく説明

していきます。

理想の身体をつくるための食生活③

『三大栄養素（PFC）』をバランスよく摂取しよう！

理想の身体をつくるための食生活④

『ビタミン、ミネラル』をしっかりと摂取しましょう！
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

理想の身体をつくるための
食生活４つのステップ

ボディメイクの成否は、意外とトレーニング以外のところで運

命が分かれていることが多いです。以下に該当する人は、少し

ずつ食生活を改善していきましょう。

運動する習慣がついてくると不思議と止められる事も多いの

で、まずは意識的に改善することからはじめましょう。

STEP ①：まずは食生活の５大NGを改善しよう！

糖質の過剰摂取は、肥満や糖尿病といった病気の原因にもなります。また、甘い

ものが食べたくなったときは豆乳（200ml）やヨーグルトで代用しましょう！

タンパク質不足は、筋肉量の減少による代謝の低下、集中力や思考力の低下を招

きます。また、筋肉や髪を作るのはタンパク質なので、綺麗な状態を維持できる

よう不足しないようにプロテインなどで意識的に摂取するようにしましょう！プ

ロテインが苦手な方はむね肉、ささみなどから摂取しましょう！

改善すべき食習慣①｜糖質 ( 炭水化物 ) の過剰摂取

改善すべき食習慣②｜タンパク質不足

食欲増進、むくみ、肝臓や腎臓への負担増加。飲

酒中は食欲が湧き、知らないうちにいっぱい食べ

てしまいがちです。

改善すべき食習慣③｜飲酒
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

22 時～深夜 2 時は BMAL1( ビーマルワン ) という脂肪

を溜め込んだり、脂肪の燃焼を抑えるたんぱく質がピー

クに達する時間帯。この時間帯の食事は太りやすいです。

ただし、脂肪でブクブク太ってしまうため、太りたい方

も注意しましょう。

1 食にかける食事の時間を意識したことはありますか？習慣的に早食いになって

いないでしょうか？

実は、食べる早さと BMI（肥満度の指標）には関係があるといわれています。文

献では、早食いによってもたらされた内臓脂肪の蓄積は、余ったエネルギーの貯

蔵だけでなく、血中の糖質・脂質のコントロールに影響を及ぼす 1) さらに，早食

いはインスリン抵抗性の増大を引き起こす 2) ともいわれており、早食いはダイエッ

トとは逆効果となります。

ということは、太りたい人は早食いしてもいいのか？というと、そうではありま

せん。脂肪での肥大は健康のリスクが高まります。

1)Megumi A, Ogawa Y, Masuzaki H et al.: Pathophysiological role of leptin in obesity-related 

hypertension. J Clin Invest 105: 1243-1252, 2000.

2)Otsuka R, Tamakoshi K, Yatsuya H et al.: Eating fast leads to insulin resistance: findings in middle-

aged Japanese men and women. Prev Med 46: 154-159, 2008

改善すべき食習慣④｜夜遅くの食事

改善すべき食習慣⑤｜早食い

＊マメ知識…BMAL1 とは？

脂肪細胞に脂肪を溜め込む働きをするタンパク質のこと。BMAL1 は 15 時前後に最

も数が少なく、22 時以降になると数が多くなります。このことから、22 時以降に食

べると太りやすくなると言われています。

また、お酒によっては糖質を多く含むものもあるので、「どうしても」というと

きは、ハイボールや焼酎などの蒸留酒を飲みましょう。
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

STEP ②：何を・いつ・どの順番で食べたらいいの？

食べる量や時間、順番を意識するだけで、「痩せやすいカラダ」は作れます！

なぜなら、同じものを同じだけ食べても、そのタイミングや順番で体に及ばす作

用は異なるからです。「寝る前に食べると太りやすい」、「サラダから食べると良い」

などの説を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。これらは、私たち

の体内時計と大きく関係しています。体内時計を意識することで、ダイエットや

生活習慣病予防に役立ちます。

食事の都度、野菜などの食物繊維を先に食べることによって、糖質と脂質の吸収

が緩やかになり血糖値が上がりにくくなります。野菜などの食物繊維→ 脂質・た

んぱく質→ 炭水化物の順で摂取していきましょう。このように順番を意識しなが

らゆっくり食べると、自然と満腹感を感じやすくなり、食べる量をコントロール

できるようになります。

「朝、昼はしっかりと」、「夜は軽めに」を意識すると良いでしょう。

活動の少ない夜にエネルギーを摂りすぎると、余ったエネルギーが脂肪として蓄

えられることに。また、寝る前に重い食事を摂ると、胃腸に血液が集中し眠りの

妨げとなります。

①食べる順番

②朝・昼・夜の理想的な食事量
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

③朝・昼・夜に必要な栄養素

朝は排泄の時間です。排泄によって失われる「ビタミン、ミネラル」の摂

取は必要不可欠です。また、朝は栄養が枯渇している状態にあるので、速

やかにエネルギー源を送り込む必要があるのです。朝食は体内時計のス

イッチを入れる大切な食事です。

1 日の始めにしっかりと朝食をとりましょう！朝食をしっかりとることに

よって胃腸が刺激され、腸のぜん動を始めてお通じも促されます。また、

体温も上がり始め代謝もアップするので、脂肪が燃えやすく引き締まった

身体になります。ビタミンなどの吸収も活発なので、野菜類を多くとりま

しょう。

朝の忙しい時間帯にこれらの栄養素をまとめて手軽に摂取できるのが「プ

ロテインスムージー」です！ビタミン・ミネラルが豊富なほうれん草や小

松菜などの野菜を入れ、バナナやリンゴ（炭水化物）を入れて最後にプロ

テイン（タンパク質）を入れてミキサーにかけるだけ！時短で手軽に作れ

る最強の朝食のできあがり！

昼の時間帯は、夜に向けてどんどん活動量が上がっていく時間帯です。脂

肪の多い食事を摂ったとしても、そのエネルギーを基本的に燃焼してしま

います。揚げ物など脂質の多い食事をしたい場合は昼食がベストタイミン

グです。筋肉を発達させるためにも、タンパク質、炭水化物の摂取もお忘

朝に必要な栄養素…
「ビタミン・ミネラル」「炭水化物」「タンパク質」

昼に必要な栄養素… 
「脂質」「タンパク質」「炭水化物」
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

れなく！

例）鯖の塩焼きカルパッチョ、豚の生姜焼き、牛赤身のステーキ、鶏の照

り焼き、サラダチキン、ヨーグルト、プロテイン

夕食は何を食べたらいいのか？ということよりも、食べてはいけないもの

を意識しましょう。18 時以降の「炭水化物」「脂質」の摂取は控えましょう。

基本的には、夜に栄養を摂取した場合、消費されることなく溜め込まれて

しまうので、注意が必要です。

ただし、目的がダイエットではなく、筋肉増量などの場合はその限りでは

ありません。夕食もしっかり摂りましょう。

例）水炊き、焼き鳥（もも、ささみ、砂肝、レバー、ししとう、しいたけ）、

刺身（マグロ、イカ、エビ、ホタテ）、サラダチキン、おひたし、水菜サラダ、

もずく酢 

夜に必要な栄養素・・・
「タンパク質」「ビタミン・ミネラル」「塩分」
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

④間食はしても良いの？

間食、おやつも OK です！ただし、以下のルールを守って摂るようにしましょう！

・ダイエットにおいてとても大切なおやつのルールは、PFC バランスを超えない

ように食べること！

・ダイエットに効果的で身体に良いものはたくさんありますが、カカオが 70% 以

上含まれているチョコレートやナッツなどがオススメです！（取りすぎてします

と PFC バランスをすぐに超えてしますので，注意が必要です！）

・チーズやナッツなどの高カロリー食材は、食べ過ぎには注意しましょう。

もちろん、太りたい方も間食は OK です。空腹の時間が続くと筋肉を分解してエ

ネルギーにするため筋肉量が減ってしまいますので、空腹の時間帯を作らないよ

うにすることが大切です。
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

STEP ③：あなたが守るべき１日の PFC バランスの計算方法

（P）タンパク質　+　（F）炭水化物　+　（C）脂質

ここでは、先ほどから何度か登場している「PFC バランス」についてご説明します！

あなたが 1 日に摂取して良い PFC の「g」を計算し「kcal」の数値を出すことで、

1 日に必要な摂取カロリーが計算できます。

では、なぜこのような計算が必要となるのでしょうか。

それは、『計算した摂取カロリーを上回らないことで体型の維持が可能となる』か

らです。

太りたい方はこの逆で、1 日に必要な摂取カロリーを上回るようにカロリーを摂

取しましょう。

計算が苦手な方でも簡単にできますので、確実にダイエットを成功に導くために

も、一緒に計算していきましょう！

タンパク質 1g ＝ 4kcal　　炭水化物 1g ＝ 4kcal　脂質 1g ＝ 9kcal

PFC バランス
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

基礎代謝

　　　  kcal

身体活動レベル 私の1日あたりの消費カロリー

kcal× =

①基礎代謝を計算しましょう！

②消費カロリーを計算しましょう！

まず第一に、あなたの基礎代謝量について知る必要があります。基礎代謝という

のは、生きる上で最低限必要なエネルギーのことを表します。

ここで細かい計算方法をお伝えすると複雑になってしまうので、ネットで【基礎

代謝量の計算】と検索してみてください。『身長・体重・年齢』を挿入して簡単に

数値を出すことができます！

基礎代謝を計算したら、次は身体活動レベルを決めます。

この身体活動レベルとあなたの基礎代謝を掛け算して、1 日の消費カロリーを計

算しましょう。

身体活動レベル表

ほぼ何もしていない 1.2 1.375

1.725

軽い運動 ( ジョギング )  

1.9

1.55 週 4 ～ 5 回の
激しめのトレーニング

週に2～3 回のトレーニング

毎日、アスリート並みの
激しいトレーニング
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

例 ) 週に 2 ～ 3 回のトレーニング、基礎代謝 1,600kcal の場合

計算式：1,600kcal( 基礎代謝 )×1.55( 週に 2~3 回のトレーニング ) ＝  2,480kcal

このカロリーを摂取することで、太ることも痩せることもなく現状の体型維持が

できます。

もし痩せたいのであれば、このカロリーより少ない食事を心掛けるか、運動量を

増やしていくと体重は落ちていきます。

太りたい場合は、このカロリーより多い食事をとる必要があります。

では、次に糖質や脂質のオーバー摂取を控えるために適切な PFC を計算していき

ましょう！

PFC バランスを計算するにあたってタンパク質→脂質→炭水化物の順番で計算し

ていきます。

なぜかというと、炭水化物を計算する時にタンパク質と脂質の数値が必要となっ

てくるので、先にタンパク質と脂質から計算していきます！

タンパク質は筋肉をつくる素です。そのため、タンパク質不足の毎日ですと、ど

れだけトレーニングをしても筋肉は一向につかず基礎代謝が上がらないため『痩

せにくいカラダ』のままです。また、筋肉がつかなければ、太るのも大変です。

だからこそ、理想の身体を目指すあなたは、まずは１日に取るべきタンパク質量

を知り、必要な量を毎日取れるよう食事計画を立てましょう！

③１日に取るべきタンパク質摂取量を計算しましょう！
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体重が 50kg の人が１日に取るべきタンパク質量は、【75g】という計算になります。

必要な g 数が計算できたら、次はタンパク質のカロリーも計算していきましょう！

例）体重 50kg の人の場合

1 日に必要なタンパク質量　50 ×  1.5   ＝　75g

タンパク質のカロリー　75g  ×  4（kcal）    ＝　300kcal

ボディメイクを成功させるためには、カロリーと PFC の各 g が必要です！

例）体重 50kg の人の場合

1 日の理想の脂質量 50kg ×  0.7 = 35g　脂質のカロリー 35g× 9kcal ＝ 315kcal

④脂質を計算しましょう！

理想のタンパク質摂取量の目安：　体重 ×1.5 ～ 2（g）

理想の脂質量の目安：　体重 ×0.7（g）

必要なタンパク質量

　　　　　

必要な脂質量　　　　　

4kcal

9kcal

タンパク質のカロリー

脂質のカロリー

kcal

kcal

×

×

=

=
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第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

⑤最後に炭水化物を計算しましょう！

1日あたりの消費カロリー

kcal

=

− −
タンパク質のカロリー

炭水化物のカロリー

kcal

kcal

脂質のカロリー

kcal

炭水化物のカロリー
4kcal

1 日に必要な炭水化物の量

gkcal ÷ =

例）これまでの例の場合（消費カロリー 2,480kcal）

2,480kcal( 消費カロリー ) － 300kcal( タンパク質 ) － 315kcal( 脂質 ) 

= 1,865kcal

1 日に必要な炭水化物の量　1865kcal  ÷  4 ＝ 466g

これで、あなたが１日摂取してよい PFC バランスが計算できました。早速、明日

から PFC バランスの合わせて健康的なダイエットを行っていきましょう！
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朝食、昼食、夕食に関しては、何時に食べなければいけないというルールはありま

せん。

ただ、必ず守って頂きたいことは朝、昼、夕の食事の間隔だけです。

基本的には 6 時間以上空けないようにしましょう。

なぜなら人間の体はだいたい 5 ～ 6 時間食事を摂らないと、空腹のストレスを感じ

るようにできています。食事から 5 ～ 6 時間が経つと「もう食べられないかもしれ

ない」とカラダが勘違いしてカラダにスイッチが入り、余分なエネルギーを体に溜

め込もうとしてしまうのです。

STEP ④：空腹時はなるべく少なくしましょう
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困ったときはコレを食べよ！
筋トレパートナー食材 4 選！

 ボディメイクを成功させるためには「筋肉」をつける必要があります。

そのために日々筋トレを行うのですが、筋トレをやっていれば筋肉がつくという訳

ではないのです。

つまり、筋肉をつけるには、筋トレで傷ついた筋肉に栄養を送ることが最も重要な
ことなのです。

そこで、ここからは、筋肉をつける上で有効な働きをする栄養素を含んだ食材４選

をご紹介していきます！

1. 筋トレにより、筋肉や筋繊維が破壊される

○筋肉がつくメカニズム

3. 筋肉が以前より肥大する

2. 破壊された筋肉、筋繊維を栄養 ( 食事 ) と
休養 ( 睡眠 ) によって回復させる
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筋トレパートナー食材①鶏むね肉
筋肉増量にはもちろん、ダイエットにも強い味方！
味を変えながら摂取していきましょう！

むね肉の栄養

鶏むね肉皮無し

(100g あたり )

食べるタイミング

良い理由

「お腹がへったけど何を食べたらよいのだろう」「闇雲に食べるよりもボディメイク

に効果的な食材って何かあるかな？」

こんな方にオススメなのが、ズバリ！『むね肉』です！

むね肉の特徴は、脂肪分が少なく、比較的さっぱりと味わうことができるお肉です。

・カロリー：皮あり 191kcal 皮なし 108kcal 

・タンパク質 22.3g（89.2kcal ）

・脂質 1.5g（13.5kcal ）　・炭水化物 0g

・ナイアシン  11.6mg　・パントテン酸　2.32mg

・ビタミン B6 0.54mg　・イミダゾールジペプチド 200mg

朝、昼、晩　特に筋トレ後がオススメ！

「グリコーゲン」の回復の手助けを行います。

さらに、タンパク質と一緒に摂取することでタンパク質同化

作用が働き、筋疲労を回復、修復の手助けまで行います。

（１）少ない量でも高タンパク質

（２）脂質、炭水化物が非常に低い

（３）量が多いので満腹感が得られる

（４）ビタミン B6 が豊富に含まれており、

　　  食べたものを効率良く代謝させて痩せやすい体へ

（５）高タンパクなので皮膚・爪・髪などの修復、再生に

　　  役立つ
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筋トレパートナー食材②ゆでたまご
毎日の食卓はもちろん、
小腹が空いた時にもこれ以上ない食材です！

栄養素

食べるタイミング

良い理由

ゆでたまごは手軽なうえに多くの栄養を含んでおり、コストパフォーマンスが抜群

に良い食材！調理も簡単で持ち運びもできるので、トレーニング前後の栄養補給に

もオススメの ” 最強食材 ” ですね。

・ビタミン A　・ビタミン D　・ビタミン E　・ビタミン K

・リン　・カリウム　・カルシウム　・ミネラル

・オメガ３脂肪酸

（１）タンパク質が十分→完全タンパク質

（完全タンパク質とは９つの「必須アミノ酸」すべてがほぼ

同量に含まれているということ）

（２）ビタミンやミネラルを含む（ビタミン、ミネラルは筋

合成に使われるタンパク質の働きを助ける効果がある）

（３）アナボリックな状態（筋肉が増強されやすい状態）を　

作りやすい

（４）CLA を豊富に含み、体脂肪率を下げる効果が期待できる

（５）手軽に摂取できる

ただ、ここで気になるのが、黄身に含まれる「コレステロール」。

なんとなく黄身を悪者扱いしてしまいがちですが、実は、「卵

を含む食事から摂取されるコレステロールが血中コレステ

ロールに及ぼす影響は少ない」という研究結果が出ている

とのことで、1 日 1 個しか食べてはいけないと言った上限

はないそうです。

とはいえ、卵に含まれる脂質やカロリーを考慮した上で、

バランスよく摂取することが好ましいです。



36

第２章　あこがれのカラダを手に入れる３つの最重要ポイント

筋トレパートナー食材③赤身肉
タンパク質摂取のための食品を考えた時に
手軽で場所を選ばない最強食品！

栄養素

食べるタイミング

良い理由

筋肉を構成するために必要な栄養素がかなりたくさん含まれている赤身肉。

高タンパクでかつ低カロリーの食材なので、筋肉には強い味方です！

・タンパク質　　・セレン　　・亜鉛　　・チアミン

・リボフラビン　・ナイアシン　　・パントテン酸

・ビタミン B6　   ・ビタミン B12

牛肉 100g あたりタンパク質は【26g】も含まれています

ので、美味しいうえに栄養成分も最強です。

（１）体内で生成できない必須アミノ酸９種類全てを含んで

いる（※必須アミノ酸＝バリン、ロイシン、イソロイシン

etc..）

（２）テストステロンの分泌に役立つ（※テストステロン＝

男性ホルモン、筋肉肥大に効果的です！）

（３）脂質を燃やす栄養素

赤身肉に豊富に含まれる「L- カルニチン」は、脂質の代謝

に欠かせない栄養素

脂質の代謝とは、脂質がエネルギーに変換されること。

（１）脂肪含有量が多いため、大量摂取は NG ！

（２）牧草を食べて育った牛より、穀物を食べて育った牛のほ

うがカロリーや脂肪が多い！
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筋トレパートナー食材④ヨーグルト
カロリーはそこまで高くないですが、
成分表を見て質の良いものを選ぶよう心がけよう！

良い理由

さまざまな効果が期待できるお手軽食材！特に、合成されるビタミン B 群は筋肉増

量、筋トレパフォーマンス UP には欠かせません！

（１）「プロバイオティクス」の働きがスゴイ！

「プロバイオティクス」＝人のカラダに良い働きをしてくれ

る細菌

・コレステロール値を下げる

・ビタミン C をエサとしてビタミン B 群を合成する

・消化を助ける

・便秘の改善

・免疫力を高める

など、さまざまな効果が期待できる。

特に、合成されるビタミン B 群は筋肉増量、筋トレパフォー

マンス UP には欠かせません！

（２）栄養素がとにかくスゴイ！

・ビタミン B2

→カラダを動かしたり筋肉を作るために必要なエネルギー

を確保するために役立つ

・ビタミン B12

→筋肉の組織を構築して修復する際に活躍する

・カルシウム、リン

→筋肉の収縮を助けるために必要な栄養素と筋肉の衰えを

防ぐ手助けをする
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良い理由

その他 ヨーグルトの栄養素や効果効能を改めて見ていくと本当に

スゴイ！

筋肉に良い理由もお分かり頂けたと思います。

更にヨーグルトに含まれるタンパク質の【80%】はカゼイ

ンタンパク質です。

カゼインタンパク質はゆっくりと消化吸収されるのが特徴。

筋肉を作るうえで必要な必須アミノ酸を少しずつ血中へ供

給してくれるため、

間食にも最適です！

ただし・・・・

ヨーグルトはお手軽に手に入る分、コンビニやスーパーで

販売されているものは

砂糖などが多く含まれている可能性もあります。

（３）骨の健康のためにも Good ！

・骨を丈夫で健康にする

＝筋トレを安全に続けていくための手助けをする

Point02
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知られざる関係性

ボディメイク成功の秘密は睡眠にもあった！

ボディメイクと睡眠には実は深い関係があり、「睡眠を制した者がボディメイクも

制する」と言われるほどです。食事や運動だけではなく、睡眠にもしっかりとこだ

わりましょう！筋肉は寝ている間に成長します。筋肉増量や太りたい方も睡眠は必

須です！

あなたは「ちゃんと寝ないと太る」という説を聞いたことがありますか？　ホント

なの？ と思うかも知れませんが、これ、実は、ホントのことなのです。

あまり関係なさそうに思える睡眠とダイエット。

でも、世界各国のさまざまな研究結果から、今では「寝ないと太る」という説が正

しいことが実証されています。なぜ、寝ないと太るの？

実はその答えは「ホルモン」にありました。

「きちんと寝ないと太りやすい」って、本当なの？
実は、ホルモン分泌には眠りが大切
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睡眠不足だとホルモンバランスが乱れて食べ過ぎちゃう？

睡眠とダイエットに関係しているホルモンをまずは 2 つ、ご紹介しましょう！

さて、この２つのホルモンですが、研究結果で、レプチンは睡眠不足で食欲を亢進

させ肥満となり、グレリンは食欲亢進作用を持つため、睡眠不足は肥満の一因とな

る１) といわれています。

ホルモンは、カラダの状態に合わせてさまざまな種類が分泌されています。

その中でも「レプチン」は広く知られているホルモンの一つです。

脳の中の食欲をコントロールする場所（視床下部）に「お腹がいっぱい！」

という満腹信号を送る役割を果たしています。まさにダイエット成功の鍵
を握るホルモンといえるのです。このホルモンがしっかり機能することで

「食べても食べても物足りない」と感じることが少なくなるでしょう！

胃から分泌される「グレリン」は、食欲をコントロールする場所の視床下

部に「空腹信号」を送ります。つまり、食欲を増進するホルモンなのです。

すでに十分なカロリーをとっているはずなのに、「もっと食べたい」「スイー

ツは別腹」と思ってしまうことなどにも、グレリンの働きが関係している

といわれています。

レプチンとは逆の働きをしていますので、グレリンが活躍しすぎると、ダ

イエットにとっては「悪役」のホルモンとなります。

①食欲を抑えてくれるレプチン

②グレリンは空腹信号で食欲アップ！
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そう！睡眠不足が原因でグレリンが増加し、太りやすい体質へと変化しているのです。

更にこのような研究結果もあります。

コロンビア大学の研究チームによれば、平均睡眠時間が 4 時間以下の人は、7 時

間の人と比べて 73% も肥満になる確率が高く、5 時間の人は 50%、6 時間の人は
23% 肥満になる確率が高くなる２) と発表されています。

また睡眠不足は、カロリー摂取の増加と倦怠感による

身体活動性の低下に関連して肥満傾向となるため、循

環器疾患リスクを増加させると考えられている３) と報

告されています。

睡眠がいかに大事かがわかりますね。

「コルチゾール」というホルモンをご存じでしょうか？

ストレスを感じたときに、ストレスへの抵抗力を上げるために多く分泌されることか

ら、別名「ストレスホルモン」とも呼ばれています。このホルモンは脂肪燃焼に関係

しているホルモンなので、是非理解しておきましょう！

コルチゾールが増加すると、食事の増加と内臓脂肪の増加に関連し 4)、1 週間以内の

短時間睡眠により、交感神経の亢進、夕方のコルチゾールと成長ホルモンのレベルの

増加、甲状腺刺激ホルモン、食欲抑制作用のあるレプチンの低下、食欲増加作用のあ

るグレリンの増加があった 5) と発表されています。

このことから、睡眠不足はコルチゾールの働きを過剰にしてしまい、内臓脂肪を増や

す可能性があると言われているのです。

目覚めを促すコルチゾールも肥満と関係？
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また、ロンドンにある大学の 54 歳以上の男女を対象にした最近の研究で、髪の毛か

ら検出されるコルチゾールのレベルが高い人ほど肥満や太りすぎの人が多い 6) とい

うことが報告されており、コルチゾールと肥満の関係性が高くなっています。

１)Shilsky JD, Hartman TJ, Kris-Etherton PM, Rogers CJ, Sharkey NA, Nickols － Richardson SM. Partial sleep de- 

privation and energy balance in adults: an emerging is- sue for consideration by dietetics practitioners. J Acad 

Nutr Diet 112: 1785-1797, 2012.

２）Gangwisch ∫ E， Malaspina D，Boden-Albala B， Heymsfield SB:kmadequate sleep as a risk factor for 

obesity: Analyses of the NHANES I. SLEEP 2005;28:1289-96. 

３)Grandner MA : Addressing sleep disturbances : an opportunity to prevent cardiometabolic disease? Int Rev 

Psy- chiatry 26 : 155―176, 2014

４)Björntorp P : Do stress reactions cause abdominal obe- sity and comorbidities? Obesity Reviews 2 : 73―86, 

2001.

５)Magee CA, et al : Examining the pathways linking chronic sleep restriction to obesity. Journal of Obesity :

8, 2010, Article ID 821710.

６) 英ロンドン大学 (UCL) の Andrew Steptoe 氏らの研究 研究結果は「Obesity」3 月号に掲載されている (HealthDay 

News 2017 年 2 月 23 日）
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正しい睡眠をとるにはどうしたらいいの？

正しい睡眠を取るために、まずは自分が取り入れやすいことか

ら気軽に始めてみましょう！

就寝時には消化活動が終わっていることが理想的です。

食事後すぐに寝てしまうと、体は消化活動を優先するため、内臓が休息する時間が短

くなります。同じ睡眠時間でも、眠りが浅くなったり疲れが抜けにくくなったりしま

す。帰宅から就寝までの時間がどうしても短くなりがちなときは、消化の良いものを

少量摂るだけにしておきましょう。

温かい飲み物は、内臓から体温上昇を促します。体温が下がり始めるときに自然な眠

気がおきるので、睡眠前のリズムをつくるのにおすすめです。安眠効果を高めるため

にノンカフェインのものを選びましょう。特におすすめするのは以下の 3 つです。是

非試してみてくださいね。

・白湯

胃腸に負担をかけずに、体を温めることができます。

・生姜湯

体を温める効果のあるショウガで体の末端まで温めて睡眠の質を高めます。市販のも

のは砂糖が多く配合されていることもあるので、白湯＋生姜パウダーなどの組み合わ

せがおすすめ！

○就寝 3 時間前には夕食を済ませる

○温かい飲み物で眠気を促す
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・カモミールティー

カモミールティーは、ヨーロッパで古くから不眠症対策に使われていたとされ、心身

をリラックスしてくれる香りが特徴です。カモミールティーから立つ蒸気（湯気）は

鼻づまりの改善をもたらし、睡眠時に口呼吸になりやすいのを防ぎます。交感神経か

ら副交感神経優位へ切り替えるときにとても効果的とされています。

　

寝酒として一時的に眠りに入りやすくなると言われるアルコールですが、実際には睡

眠が浅くなるといわれています。さらに、利尿作用によってトイレに行く回数が増え

るため、ぐっすりと眠る妨げになる場合もあります。

また、ご存知の方も多いと思いますが、コーヒーや紅茶、緑茶、栄養ドリンクなど、

覚醒作用を持つカフェインを含む飲食物は、入眠や深い睡眠の妨げとなります。就寝

前 3 ～ 4 時間（敏感な人は 5 ～ 6 時間）は避けましょう。

熱めのお湯に長く入ると体の覚醒を誘ってしまうため、

就寝に必要な体温変化を得にくくなります。高温のお湯

は体の負担も増大するため、38 度ほどのぬるめのお湯に

5 ～ 30 分つかってみましょう。体をじっくり温めること

で、緊張をほどきリラックス効果を期待できます。

ヒーリングミュージックと呼ばれる副交感神経が優位に

なる音楽は、リラックス効果が期待できます。川や海な

どの水のせせらぎ、クラシック音楽など気に入ったもの

を見つけてみましょう。

○ぬるめの入浴でリラックス

○リラックスできる音楽を聴く

Point03
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危険なのか？

あなたに最適なジムの選び方

あなたは、「トレーニングジム」と聞いて、どんな場所を思い浮かべるでしょうか？

大きなフロアで大勢の人がいる中、有酸素運動や筋力トレーニングに励んでいる様子

が頭に浮かぶ人が大半かもしれません。今、世の中にはたくさんのジムが溢れています。

これらのジムを特徴で区別すると、種類は大きく 3 種類に分かれます。

①公営のトレーニングジム
②会員制のトレーニングジム（フィットネスクラブ、フィットネスジム）
③パーソナルトレーニングジム

ジム選びはとても重要となります。自分が得たい効果、なりたいカラダ、目的によっ

て選ぶジムは変わってくるからです。しっかりと自分に合ったジムを選びましょう。

ここでは上記で挙げた 3 種類のジムの特徴、メリット・デメリットなどをお伝えして

いきます。
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公営ジムはコスト面で非常に魅力的な要素が詰まっています。意外と空いて

いる場合も多いので、運動の取っ掛かりとして選択肢に入れてみてもいいか

もしれません。

ただし、公営ジムは設備面で決して充実しているとは言い切れないので、ト

レーニングに慣れてきた頃、設備面やサービスで物足りなさを覚えるかもし

れません。

①公営のジムトレーニング

特徴

メリット

デメリット

公営ジムはその名前の通り、市区町村などの自治体が運営してい

るジムです。野球やサッカーができるようなグラウンド、様々な

運動に関連したイベントが行える体育館などが併設されていて、

体育館内にトレーニング用のスペースがあるというのが一般的な

作りです。

・低価格で利用できる（相場 1 回あたり 300~400 円）

・トレーニングマシンの種類が少ない

・更衣室やシャワールームなどの設備においてフィットネスジムと比

   較して見劣りする

・時間利用が決まっている

・トレーニング指導が受けられない

・たくさんの方が居るので落ち着いてトレーニングができない
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会員制のジムは様々な料金プランが選択でき、設備も店舗ごとで比較ができ

るという点で、フィットネスジムは 3 種類あるトレーニングジムの中でも、

最も選択肢が幅広いと言えます。

店舗数も非常に多いので、自分のライフスタイルに合わせて通いやすいジム

を選択できるのも魅力です。その代わりにフィットネスジムで最も気をつけ

るべきポイントは「自己流でのボディメイクだと結果がでない」という点です。

②会員制のトレーニングジム
    （フィットネスクラブ・フィットネスジム）

特徴

メリット

デメリット

おそらくトレーニングジムを想像した時、この形態のジムを思い

浮かべる方が非常に多いでしょう。最近ではオーソドックスな

フィットネスジムと、24 時間営業のトレーニングジムとで区別す

ることが多いです。

（例：エニタイム、ゴールドジム、JUST Fit 24 など）

・幅広い料金プランがある

・全国の系列店で通える（エニタイムなど）

・時間を選ばずに利用可能（24 時間ジムに限る）

・安くジム通いが出来る

・マシンの種類が充実している

・マシンでの待ち時間が発生する可能性がある（公営ジムに比べて確率は低い）

・通わなくても料金が発生する

・たくさんの方が居るので落ち着いてトレーニングができない

・間違ったトレーニング方法やダイエットをしていても気付かない

・自己管理していかないと、結果がでない
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これが、多くの人が最も犯しやすい間違いです。トレーニングやボディメイクの指導

者がいる人は会員制のトレーニングジムだと 24 時間通うことができ、マシンも豊富

にあるため望む結果が得られるでしょう。しかし、トレーニングの方法がわからな
い人や結果がでなくてお悩みの人は、プロに見てもらわない限り間違ったト
レーニングをやり続けてしまいます。その結果、身体が変わらない、もしく
は首や肩など鍛えたい部位とは違う部位を痛めてしまうという悪循環に陥り、
無駄な時間を過ごしてしまうことが多いのです。
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パーソナルトレーニングジムはその他のジムと比べて少しお値段は高くなり

ますが、現時点で何が何でもボディメイクをしたい！という強い目的意識が

ある方は、パーソナルトレーニングジムを選ぶことをオススメします。

科学的根拠に基づいて徹底的にトレーニング指導・食事指導してくれるので
結果も出せ、他の知り合いの方と会う心配も少ないため安心です。パーソナ

ルトレーニングジムは、「本気でカラダを変えたい」「自己流でやっていたが、

効果が薄い」という方に選ばれています。

③パーソナルトレーニングジム

特徴

メリット

デメリット

プロのトレーナーからマンツーマンでトレーニングを受けられる

ジムを指します。一人ひとりに専属のトレーナーが付き、トレー

ニングや食事指導が受けられます。クライアントが理想とする体

型や、体質や体力・生活習慣を考慮し、オリジナルプログラムを

作成するので、無理なく最大の効果を生むことができます。

・トレーナーとマンツーマンで質の高い指導が受けられる

・人目を気にせずにトレーニングを楽しめる 

・短期間で最大の結果がだせる

・トレーニングだけでなく食事面の指導も受けられる

・自分に合ったトレーニングやダイエットができる

・自分のライフスタイルに合わせて通うことができる

・専属トレーナーがマンツーマンでつくため、その他のジムと比べて

   価格が高い
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トレーニングをはじめる人が直面する意外な落とし穴

皆さんがボディメイクを行う中でよく陥る落とし穴は「自己流」です。

「ぽっこりお腹が気になってきたので、ジムに通おう！」と初めてジムに見学に行く

人がまず驚くのが、マシンの多さではないでしょうか。

そうなのです。あれだけマシンがあるという事は、正しくボディメイクを実現するに

はプロのサポートが必ず必要なのです。

あなたが「綺麗なスタイルになりたい！」「かっこいい身体がほしい！」少しでも思っ

ているのであれば、「自己流」があなたの理想のボディを遠ざけているかもしれませ

ん・・・。その理由をお伝えします。

自分の得意なメニュー、変化の分かりやすい部分しか、頑張ってトレーニングしない

という方は意外と多いです。特に上半身は、見栄えも良くなるため頑張って出来ても、

下半身のスクワットなどは、しんどくて出来ないというパターンです。

しかし減量やボディメイクの点から見ると、下半身の大

きい筋肉を使うことでエネルギー消費が向上し、消費カ

ロリーが増え、減量に繋がりやすいというメリットがあ

ります。また、下半身には大腿四頭筋（太もも）や大殿

筋（お尻）といった大きな筋肉が集まっているため、下

半身を鍛えることで効率よく筋肉量を増やすことができ

ます。

自己流の罠①　好きな筋トレメニューしかしないのは効果が半減する
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最近はネットでも、多くの種類のプロテインを取り扱っています。

味など、飲みやすさを追求した商品も多く出ているため、以前より

手軽に、プロテインを飲む方が多くなっています。しかし、「プロテ

インを飲む = 体に良い」と勘違いしている方も多く、間違った摂取

をしていることも多いです。

摂取のタイミングや、どのようなプロテインが良いのか、またそれ以上に今の食生活

の見直しもせずにプロテインに頼るのは、カロリー過多になる危険性も高いです。

これはトレーニングをしていてよく起こる出来事です。

世の中にはたくさんのトレーニング方法・理論が溢れ、その中で

も「自分に合ったトレーニング」を見つけるのは正直、難しいです。

自分に合わないトレーニングはカラダを痛める原因を作ってしま

います。自分のカラダを守るためにもまず、プロのトレーナーに

教えてもらうことがオススメです！

実は、これこそが最も陥りやすい罠です。間違ったトレーニングやボディメイクを続

けていると、思ってもみなかった所に筋肉が付いてしまったり、結果が出ないだけで

なく『痩せにくいカラダ』を創ってしまったりと、気付いたらとんでもない間違いを

犯していることが多いのです。こうした場合、ジムへ通っていた時間が無駄になるだ

けでなく、プロのトレーナーについた後も、修正に時間がかかることも多いのです。

そのため、初めての方は必ずプロに相談されることをお薦めいたします。

自己流の罠②　市販のプロテインを何となく飲むのは効果的とは言えない

自己流の罠③　カラダを痛める

自己流の罠④　間違ったボディメイクをしていても気付かない
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プロトレーナーの指導を受けることが成功への最短距離！

いよいよ本章が最終章です。ここまでお読みくださりありがとうございます！

ここまで、「人は『なぜ太ってしまう』のか？」から、「理想の身体を創るための食事

法」「身体創りと睡眠の関係性」「自己流のトレーニングが危険なその理由」など、こ

れからボディメイクをしていくぞ！という人に必要な知識を、体系的にお伝えさせて

頂きました。

前述したとおり、結論として『ボディメイクを成功されるにはプロトレーナーの指導
をまず最初に受けるべき』というのが私たちの意見です。

その理由は、これまで多くの時間とエネルギーをトレーニングに費やしてきたにも関

わらずボディメイクで失敗してきた人たちをたくさん見てきたからです。

もちろん、『お前はパーソナルトレーニングを指導しているジムだからそう言うのだ

ろう』と思われる方もいて当然です。しかし、一度きちんとした期間パーソナルトレー

ニングを受けることで、その後は自分でボディメイクをしていけることが出来るよう

になります。

なぜならトレーニング期間中に、あなたに合ったボディメイクをする上で必要な知識

やトレーニング技術をプロトレーナーから指導してもらうことが出来るからです。

ボディメイクを成功させる最も秘訣は「自分に合ったやり方を確立すること」に他な

りません。そして、そのためには一定期間一緒にサポートし、あなたに最適なアドバ

イスを親身になってしてくれる同伴者が必要なのです。

本書がこれからボディメイクをしていくぞという方、今ボディメイクを頑張っている

よという方へ、少しでも励みや疑問点の解決に繋がれば、これほど嬉しいことはあり

ません。
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そしてまた、VILLAGE 宇都宮の会員様は、本書のことで少しでもわからないことや

疑問点があれば担当トレーナーに聞いて下さい。

また、あなたがこれからジムに通おうと思っている方であれば、お気軽に VILLAGE

宇都宮までご相談ください。「無料カウンセリング」では、あなた様のどんな疑問に

もお答えさせて頂きます。

それでは、本実践ガイドブックはこれで終了です。最後までお読みいただき、ありが

とうございました。
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無料カウンセリングお申し込みの３つの方法

QRコードから申し込み

『ヴィレッジ宇都宮』で検索

お電話から申し込み 028-678-9358

1

2

3

こちらを読み取りください。

弊社 HP から無料カウンセリングの申込みにお進みください

「ガイドブックを見ました」とお伝えください（担当：岡本まで）

宇都宮健康維持・推進協会
VILLAGE UTSUNOMIYA

まずは無料カウンセリングへ
お越しください！

今すぐアクセスする方は
こちらをクリック

https://village-utsunomiya.com/open-campaign/
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[ 発行元情報 ]

宇都宮健康維持・推進協会
VILLAGE UTSUNOMIYA

住所　　　　 〒 321-0967　栃木県宇都宮市錦２−３−３（無料駐車場完備）
TEL　　　 　028-678-9358
MAIL 　　　contact@village-utsunomiya.com
営業時間　　7:00~24:00

○駅からのアクセス 
JR 東北本線 ( 宇都宮線 ) ／ 宇都宮駅西口から車で 10 分
○バス停からのアクセス 
宇都宮駅西口発 16/18/60/70/71/73 系統　陽北中学校入口下車徒歩 5 分


