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みなさま、こんにちは! 

ユニ子です! 

今日は、 
細グラマラスボディを作る上で、 
一度は、悩むであろう... 

「外食との付き合い方」 
についてお話しします!! 

バストアップ中に悩むポイントって、 
色々あるとは思いますが... 

「やっぱり、 
外食との付き合い方って難しい!!!!」 
って思うことないですか?? 

特にこれから年末で年始で 
ご馳走三昧になることが 
予想されますよね…💡  



私も昔は、 
せっかくバストアップを頑張ってるのに、 
友達とのご飯が続いてしまったり、 
飲み会に断れず行ってしまったり... 

その度に、 
「あー今日も食べすぎた。」 
って後悔していました...。 

ただ!!! 

いくら「理想の体になりたい!」と 
バストアップを頑張っても、 
人付き合いがあまりにも悪くて、 
友達がいなくなっちゃった... 

なんていうのは悲しすぎますよね...!? 

なので今回は、 
外食との上手な付き合い方 
についてお話ししていきます! 



外⾷ルール 



まずは、私自身も今は当たり前に 
意識している「外食ルール」について 
お話ししていきますね! 

もちろん、 
全て意識できたら最高ですが、 
その場の状況に合わせて 
実践できるものをやってみることが大切です！ 

これを意識できるかどうかで、 
バストアップの成功を大きく左右します!!! 

お店や⾷べるものは、 
私が決める! 

「ご飯、どこ行くー?」 
という話が出たら、 



私は「候補出しとくねー!」と言って、 
即、お店を調べます(笑) 

外食に行くのでも 
ヘルシーなお店の候補を持っておくことが 
おすすめです!! 

具体的に言うと... 

●和食の定食屋さん 
:焼き魚定食、刺身定食などで健康的で 
バランスのいい食事ができます! 

●韓国料理 
:辛いもので代謝UP!野菜も 
メニュー次第でたくさんとれる! 
ただ、味の濃いものや、 
油っこい料理も多いので注意! 

●ステーキ屋さん 



:タンパク質が豊富!!脂身は避ける! 

●サラダランチ、おしゃれなカフェ 
:ヘルシーなランチプレートや、 
お野菜たっぷりのお店が 
調べると結構ある!オーガニックのお店など、 
色々発掘してみてください♡ 

自分で、行くお店を提案すれば、 

一緒に行く人からも 
「選んでくれてありがとう!!!」 
と喜んでもらえるし、 

自分も、ヘルシーで、美味しいご飯が 
食べらるので、本当におすすめです!! 

友達とお店を決めるときでも、 
できる限り健康的なお店を 
提案してみてくださいね😊  



2.細グラマラスボディを作るコツ！ 
店選びとメニュー選びで 

外⾷店攻略しよう 

ここからは、外食店に行くときに 
注意して注文する方法や、 
行ってしまった場合の 
考え方をお話ししていきますね！ 

ジョナサン、ガストなどのファミレス対策 
【サラダバーがない可能性があるファミレス】 



サイゼリア、ガスト、ジョナサン、 
ジョイフル、びっくりドンキー、 
バーミヤン、デニーズ、その他、 
 
地域によって独自のファミレスがありますが、  
どのファミレスのメニューでも 

炭水化物どーん！ 
揚げ物どーん！ 
油モノどーん！ 
スイーツどーん！ 

ですね！ 

お腹が空いてお店に入っているし、  
誘惑いっぱいで食べたい気持ちが止められない！ 
 
食事テキストでお話している、 
「野菜・きのこ・海藻類」「果物」が、 
ほんのすこーししかありません…。 



 
代謝を活性化するうえで、 
バストアップに欠かせない、 
ビタミンやミネラルが摂れる大事な食材が 
ファミレスでは摂れない・・・！ 

 
そんな時の対策は、 

 
①メニューにサラダがあれば 
必ずオーダー！ 
ドレッシングはノンオイルでまず第一に 
サラダを優先させて注文します。 

  

②炭水化物の量を調節 
ごはんは必ず手のひらサイズで 
食べるのを辞める！ 
パンならロールパン2個まで、 
麺類なら2/3食べる。 



  

③たんぱく質の量を調節 
肉は100g以下かな？ 魚は70gくらいかな？  
卵は1かな個？（オムライス2~3個使われています） 
豆腐1/4丁くらいかな？ 
 
という問いかけをメニューを見ながら 
食べるものを考えましょう！ 
 

④カレー、揚げ物が 
 入っているものは避ける 

  
 
 

⑤食後のスイーツは自分から食べない 
食後は無糖の飲物を飲む。 
おススメはあったかいハーブティーを飲みましょう！ 



 
 
暖かい飲み物は体を冷やさず、 
また神経の緊張をほぐして 
バストアップしやすくなります！ 

⑥ファミレスで野菜・きのこ・ 
海藻類・果物が摂れなかった時 

そんな時は、緊急対応！ 
野菜ジュースをコンビニでゲットしましょう！ 



食べたものがしっかり代謝できるように、 
栄養素のバランスを整えることを意識して、 
行動しましょう☆ 

野菜ジュースを飲むときは、 
裏の成分表示の欄に 

「砂糖」や「果糖」の表示のない 
お野菜だけの商品を選ぶのがおすすめです！ 
 



お砂糖が入っていると 
食欲をさらに増進させてしまったり、 
ジュースそのものが 
太る原因になってしまうので(>_<) 

上のお写真のような 
野菜ジュースがおすすめです！ 

【サラダバーのあるチェーン店 
（※地域による）対策】 



フォルクス、ロイヤルホスト、 
ステーキガスト、ビッグボーイ、ココスなど、 
サラダバーのあるファミレスであっても 
どのファミレスのメニューでも 

炭水化物どーん！ 
揚げ物どーん！ 
油モノどーん！ 
スイーツどーん！ 

になっていますね。 

ただ、サラダバーがあるお店なので、 
ビタミンやミネラルの  
補給はバッチリできます！ 
バストアップの味方です☆ 
 
 
ただし、サラダバーには、マヨネーズたっぷりの  
ポテトサラダやカボチャサラダがあるので、 
それらは必ず避けて食べましょう。 

ドレッシングも、 
「ノンオイル」がおすすめです！ 



 

サラダバーを頼んで、 
その他何を頼むのか？ 
前述のファミレス対策と同じで、 

②炭水化物の量を調節 
ごはんは必ず手のひらサイズで 
食べるのを辞める！ 
パンならロールパン2個まで、 
麺類なら2/3食べる。 



  

③たんぱく質の量を調節 
肉は100g以下かな？ 魚は70gくらいかな？  
卵は1かな個？（オムライス2~3個使われています） 
豆腐1/4丁くらいかな？ 
 
という問いかけをメニューを見ながら 
食べるものを考えましょう！ 
 

④カレー、揚げ物が 
 入っているものは避ける 

  
 

⑤食後のスイーツは自分から食べない 
食後は無糖の飲物を飲む。 
おススメはあったかいハーブティーを飲みましょう！ 



 
暖かい飲み物は体を冷やさず、 
また神経の緊張をほぐして 
バストアップしやすくなります！ 



【丸亀製麺、はなまるうどん、 
回転寿司、牛丼チェーン対策】 

これらのお店で共通しているのは 
「炭水化物たっぷり外食店」です！ 

基本的に、 
炭水化物があなたの適正量の３倍はあります！ 



外食になった場合、 
選択肢に入れないほうが 
おススメの外食店なのですが、 

一緒に食べに行く人の意見が強かったり、 
周りにその店しかない！という時など 
どうしても利用する時はありますよね。 

そんな時の対策をお話します！ 

選び方と食べ方としては、 
丼もののご飯やうどんなどの 
炭水化物の量を調整できるお店が増えていて、 
 
【小・普通・大・大盛】とありますので、 
小と書いてあればラッキー！です。 
迷わず選びましょう！ 

メニューには野菜が入っていないことが 
ほとんどです。 



お店によっては、 
おでんだったりサラダを 
用意していたりしますが、 
 
あればラッキー！ 
サイドメニューに 
サラダがあれば頼みましょう！ 

うどん屋さんでよくあるのは、 
セルフサービスでかき揚げや 
天ぷらがたんまり並んでいるものです。 

セルフサービスの天ぷらは避けましょう！ 
トッピングは、ワカメやおろし、 
ネギがベストです☆ 



【ハンバーガーなどの 
ファストフード店対策】 

マクドナルド、ロッテリア、 
バーガーキング、フレッシュネスバーガー、 
モスバーガー、サブウェイ、 
ファーストキッチンなど、 

いまや、ハンバーガーだけでなく、  
パスタやスイーツ、サラダなんかもあって、 
ファストフード店のメニューは 
多種多様になってきています! 



サイドメニューでサラダがあったら、 
オーダー必須！ 

バンズをレタスにできるお店もあるし、 
中に挟む野菜を増やしたり 
減らしたりできるお店もあります! 

飲み物は、無糖のものや 
ノンカフェインのもので 
合わせましょう☆ 



番外編：おせち料理 

バストアップ中のおせち料理についてですが、 
おせち料理はお砂糖の入っている食材が多いので、 

栗きんとん、伊達巻、黒豆といったものは 
召し上がる量を減らしたり、 
控えるのがおすすめです💡  

召し上がる食材としておすすめなのは、  
かまぼこや数の子といった 
たんぱく質の豊富なものや、 



野菜お酢の物、お魚の酢の物などは 
積極的に召し上がるのがおすすめです😊！ 



３.後悔するものは⾷べない! 

「あー食べちゃった。」 
と、食べてから、後悔食べないこと! 

例えば、スイーツを食べるとして、 
「東京駅にある〇〇の、 
あの有名なチーズケーキが食べたい!」 

というように、 
「特定の、これがどうしても食べたい!」 
だったら、 

きっと、食べても後悔しませんよね? 

ただ、いつでも食べれるような、 
コンビニスイーツや、 
別に対して食べたくもないものを食べると、 



「後悔した」「罪悪感しか残らない」 
なんて経験、ありません? 

なので、どうしても食べたいなら、 
「この食事は思いっきり楽しむ!」と決めて、 
本気で味わって食べてくださいね!! 

この基準は大事にしてください!! 

4.⾷べべるときは、相⼿との会話を 
楽しんでゆっくり⾷べる! 

食事に行ったときは、 
会話メインで楽しむことで、 
より、食事に対する満足度を得られます! 

話している間は、箸をおいて、 
食べる時も、よく味わって、 
「美味しい!」と感じながら食べること! 



もし、飲み会であれば、 
できるだけ料理から 
遠いところに座るのもおすすめです! 

そうすれば、 
自然と食べ物に手が伸びる回数も減って、 
食べる量も減りますね!! 

何より、 
「楽しむぞ!!!」と決めたら 
全力でその場の雰囲気を楽しんでくださいね!!! 



⾷べ過ぎリセット 



ここまで、 
外食の時に気をつけることを 
お話ししてきましたが... 

とはいえ、「食べ過ぎちゃった...!!!」 
という日もやっぱりありますよね! 

そんな時に気をつけるべきことも 
まとめました!!! 

食べすぎたあとは 
しっかり調節することが大事! 



1ポジティブな気持ちに切り替え! 

食べてしまったことに対して後悔しても 
なんの意味もありませんね!! 

なので 
「沢山食べたけど、美味しかったからいっか! 
これから調節すればいい!」 
と気持ちを切り替えることが、超重要! 

多くの人が、ここで 
「あー食べちゃった。もう無理だ。」 
と、そこからまたまた食べまくってしまいます...。 

ただ、考えてみてください!! 

たった1日で太ることは、 
絶対ありませんよね? 

体重が増えていたとしても、 
それは、ただの水分の量の違いくらい! 



ぽっちゃり貧乳の体を作るのは、 
たった1日の食べ過ぎではなく、 
日々の積み重ねです。 

食べ過ぎた後も、 
すぐに気持ちを切り替えて、 
次にどんな行動をとるかが、 
バストアップの成功の鍵を握ります!!! 

２準備も⼤事! 

「今日の夜は飲み会!」 
「今日のこの食事はがっつり食べる予定!」 

それがわかっている時は、 
その日の他の2食を控えめに!! 



炭水化物、甘いもの、脂っこいものは 
できるだけ控えて、 
野菜やタンパク質中心の 
軽めの食事にしてくださいね!!! 



それでは最後に今日も宿題です！ 

今⽇の 
細グラマラスワーク(宿題) 

「外食ルール」から1つ選んで、  
できそうなものを宣言してください！

今まで外食で後悔した経験があれば
思い出して今から対策を
立てておきましょう！

今日の日記の最後の欄の
【細グラマラスワーク】

というところに書いてくださいね😊💌


