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＝第１章＝

全タイプ共通 
献立の基本  





どのタイプも共通して、 
バストアップしながら 
体を引き締めていくためには、 

【バランスよく食事を摂る】 

ことが大切になります💡✨  

「バストアップにはタンパク質を食べよう！」 
とか 
「バストアップのためにボロンを摂ろう！」 
というのを聞いたことがあると思いますが、 

実際はタンパク質やボロンだけを摂っても 
意味がないのです。 



偏った栄養ばかりを摂っていても、 
バストは成長しません。 

いくら必要な栄養を摂っても、 
他の栄養が足りていなければ 
肝心のバストは成長しないからです。 

ですので、 
普段のお食事の中で 

・主食１品(炭水化物) 
・主菜１品(肉、魚、卵、大豆製品) 
・副菜２品(野菜、きのこ、海藻類) 

を召し上がることが大切になります！ 

ということで今回は 
各タイプにオススメの 



主食、主菜、副菜のレシピを 
ご紹介させていただきます！ 



＝第２章＝

上半身太り貧乳体型に
オススメのレシピ 



【主食編】 

ひじきこんにゃく炊き込みご飯 

【材料(４人分)】 
白米 ２合　　　　　　　　 
糸こんにゃく 80g           
干しひじき 10g              
人参 5cm                       
枝豆  15粒程度 
麺つゆ(2倍希釈)：大さじ3 



【作り方】 
①米を研ぎ、30分浸水する 
②干しひじきを水で戻す 
③こんにゃくをみじん切り、人参を細切りにする 
④①に調味料を混ぜ、その上に戻した具材をのせて炊
飯器で炊く。 
⑤炊けたらよく混ぜ合わせる 



【主菜編】 

鶏の酒蒸し 

【材料(４人分)】 
鶏もも肉 360g             【タレ】 
食塩 少々　　　　　　　　醤油　　小４ 
胡椒 少々　　　　　　　　酢　　　小４ 
料理酒 大４　　　　　　　ごま油　小1と1/2 
長ネギ 1/2本　　　　　　鶏肉から出た汁 小3 



【作り方】 
①鳥もも肉は皮をとり、耐熱皿に並べてフォークで数
カ所穴を開ける。塩胡椒で下味をつけ、料理酒を振り
かけてラップをし、電子レンジで600wで4分、ひっ
くり返して２分かける。仲間でしっかり熱が通ったら
ラップをしたまま粗熱を取る 

②長ネギを5cm幅に切り、中の黄色い芯をとって切
る 

③調味料を合わせてタレをつくる。①で出た鶏肉の旨
味が溶け出た汁を小さじ３杯ほど合わせて混ぜる 

④粗熱の取れた①を1.5cm幅に切り盛り付ける。②を
のせて、③をかける。 



【副菜編】 

ほうれん草と舞茸のおひたし 

【材料(４人分)】 
ほうれん草 １束     
まいたけ　１パック          
★水　大1 
★顆粒だし　小1 



【作り方】 
①ほうれん草はゆでて冷水にとり、水気をしぼって４
ｃｍ長さに切る。まいたけはほぐしてサッとゆで、ザ
ルに上げて冷ます。 

②ボウルに★を入れて混ぜ合わせ、①のほうれん草・
まいたけを加えてあえる。 

海藻サラダ 



【材料(４人分)】 
海藻ミックス(乾燥)   10g   
ブロッコリー     1/2個 
サニーレタス     2枚 
かいわれ大根　40g 
ミニトマト　4個 

★ドレッシング 
酢　小４ 
オリーブ油　大1/2 
レモン果汁 小２ 
砂糖　小1 
醤油 大1/2  
食塩　少々 

【作り方】 
①海藻ミックスを水で戻す 
②ブロッコリーは小房に切り、耐熱容器に入れて電子
レンジで５分むす、サニーレタスは水で洗い食べやす
い大きさにちぎる。貝割れ大根は根元を切り落とし、
徳洗って半分に切る。ミニトマトは４等分に切る。 



③オリーブ油と酢をよくかき混ぜ、残りの調味料を加
えてドレッシグを作る。 
④器にサニーレタスを敷き、ブロッコリー・貝割れ大
根・海藻・ミニトマトを盛り付けドレッシングをかけ
る。 



＝第３章＝

下半身太り貧乳体型に
オススメのレシピ 



【主食編】 

下半身太り貧乳体型の方は、 
主食はご飯やライ麦パンなど味付けを 
せずに召し上がるのがオススメです！ 



【主菜編】 

サバのゴマ味噌焼き 

【材料(４人分)】 
サバ(切り身) ４切　　　　★白すりゴマ 小2 
●醤油　小２　　　　　　★みそ　　　大1/2 
●料理酒　大３　　　　　★砂糖　　　小1 
●生姜　１かけ　　　　　★料理酒　　大1/2 
　　　　　　　　　　　　★醤油　　　大1/2 
　　　　　　　　　　　　★みりん　　小1/2 
　　　　　　　　　　　　★いりごま　小１ 



①サバの力みを●のつけ汁に15分ほどつけて、下味
をつける。 
②魚焼きグリルに入れて、両面焼き色がつくまで焼く 
③★を混ぜ合わせ、②の皮目に塗り、３分焼いて香ば
しく焼く。 

鶏ささみのピカタ トマトソース添え 



【材料(４人分)】 
鶏ささみ　４本　　　　　【トマトソース】 
食塩　少々　　　　　　　　植物油　小１ 
胡椒　少々　　　　　　　　にんにく　１かけ 
小麦粉　適宜　　　　　　　玉ねぎ　1/2個 
卵　１個　　　　　　　　　にんじん　4cm 
植物油　小１　　　　　　　トマト缶　160g 
レタス　適量　　　　　　　しょうゆ　小２ 
　　　　　　　　　　　　　こしょう　少々 

【作り方】 
①ササミの筋の両脇に浅く切れ目を入れる。筋側を下
にして、包丁の背でササミから筋を抜き、ササミを均
等の厚さになるように開く。 
②人参、玉ねぎ、にんにくをみじん切りにする。レタ
スは適当にちぎっておさらに盛っておく。 
③①に小麦粉をまぶし、割りほぐした卵を絡める。フ
ライパンに油を引き、両面をじっくり焼き中まで火を
通す。 
④③を皿に盛る。引き続きフライパンに玉ねぎ、人
参、にんにくを入れ、玉ねぎがきつね色になるまでよ
く炒める、 
⑤トマト缶を流し入れて煮詰め、しょうゆと胡椒で味
を整え、皿に盛ったピカタにかける。 



【副菜編】 

カブとブロッコリーのサラダ 

【材料(４人分)】 
ブロッコリー   1/2個　　　　　 
かぶ　2個　　　　　　　 
パプリカ (赤）1個 
グレープフルーツ　1個 



★ドレッシング★ 
グレープフルーツ果汁 1個 
オリーブ油　大３ 
塩　小１ 
胡椒　少々 

【作り方】 
①ブロッコリーは小房に分け、かぶはくし形に切る。
それぞれ、塩少々を加えた湯でゆで、水けをきる。パ
プリカは細切りにし、グレープフルーツは小房に分
け、薄皮を取る。 

②ボウルに①を入れ、混ぜ合わせたドレッシングであ
える。 



オクラとキノコのすまし汁 

【材料(４人分)】 
おくら　１袋(８本) 
えりんぎ　2~３本 
えのき　１束 

だし汁　600ml 
醤油　小1/２ 
食塩　少々 



【作り方】 
①鍋にだし汁を沸かし、塩・醤油を入れ吸い地をつく
る。 
②えのきえのきは石づきを切り落として半分の長さに
切る。エリンギは半分に切ってから、薄くスライスす
る。オクラは１cm幅に切る。 
③①に②を入れ、一煮立ちさせる。 



＝第３章＝

痩せ型貧乳体型に
オススメのレシピ



【主食編】 

鶏肉と生姜の炊き込みご飯 

【材料(４人分)】　　　　　[調味料] 
白米 2合　　　　　　　　  しょう油 大2 
鶏もも肉 200g                 酒 大1 
塩 小1/2                          みりん 大1 
酒 大1                             出汁昆布 5cm 
油揚げ 1枚　　　　　　　  みつ葉 葉の部分10枚 
しょうが 40g 



【作り方】 
①だし汁を沸かし、塩・醤油を入れ鶏もも肉はひとく
ち大に切りわけ、塩と酒で下味をつける。 
②油揚げは湯通しして、横半分に切り、細めの千切り
にし、しょうがをみじん切りにする 
③白米に①、②と、調味料を全て入れて炊く。 
④炊きあがったら、昆布を取り出し、全体をよく混ぜ
て、みつ葉の千切りを飾る。 



【主菜編】 

タコと大豆のトマト煮 

【材料(４人分)】 
たこ　250g 
玉ねぎ 1個 
トマト缶 1巻 
水煮大豆　150g 
パプリカ　1個 
コンソメキューブ 2個 

https://recipe.rakuten.co.jp/category/11-81/


【作り方】 
①たこは、一口大のそぎ切りにする。たまねぎはくし
型に、パプリカは一口大の大きさに切る。 
②鍋にコンソメキューブ、トマト缶とたまねぎとパプ
リカを入れて加熱する。 
③②に火が通ったら、水煮大豆とたこを入れてひと煮
立ちする。味を見て、足りなければ食塩を足す。 



【副菜編】 

えびとブロッコリーの中華炒め 

【材料(４人分)】 
エコシュリンプ（Ｍ）１袋  
乾燥きくらげ　５g 
ブロッコリー１個 
ごま油　大２ 
片栗粉　大２ 
根生姜（みじん切り）　１かけ 
とりがらだし顆粒　１袋 
塩　小1/3 
こしょう　少々 



【作り方】 
①解凍したえびは、殻をむき背わたを取ってサッと洗
い、水気を拭いて片栗粉をまぶす。きくらげは水でも
どして食べやすい大きさに切る。ブロッコリーは小房
に分けゆでる。 
②フライパンにごま油を大さじ１を熱し、①のえびを
並べる。両面色が変わるまで焼き、一旦取り出す。 
③フライパンにごま油大さじ１を加えて熱し、生姜を
炒める。香りが出たらブロッコリー、きくらげを加え
て炒め合わせ、②のえびを戻し入れる。 
④とりがらだし顆粒を水1/4カップで溶いて加え、塩
とこしょうを加えて味をととのえる。 



具だくさん味噌汁 

【材料(４人分)】 
さつまいも　3センチ 
かぶ　中３個 
にんじん　1/2本 
白菜　2枚 
ごほう　1/2本 
ねぎ　1本 

https://recipe.rakuten.co.jp/category/12-452/


油揚げ　１枚 
和風だしの素　小１ 
味噌　大2.5 
水　4カップ 

【作り方】 
①野菜と油あげを食べやすい大きさに切り、熱した鍋
に胡麻油をひいて炒め、水・和風だしの素を入れて煮
込む。 
②野菜が柔らかくなったら、味噌を入れて溶かし、ネ
ギを加えて完成です。 


