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🌸はじめに🌸 

今回のテキストでは、 

バストケアと同時に意識すると良い、 

ホルモンバランを整え、バストアップを 
加速させるための要素をお伝えさせていただきます！

日々のレッスンのバストケアと併せて 

こちらのテキストの内容もぜひ一緒に実践し 

２週間で史上最高のバストを手に入れていきましょう💕

初めから完璧主義を目指して 

全てを実践できなくても大丈夫です。 

 
完璧にこなすこと自体が 

ストレスになってしまっては元も子もないので 

１つずつできそうなものから取り入れてみてくださいね♪ 

それでは、本章のスタートです！ 



🌸第１章🌸 
ホルモンバランスを整える⾷事 

まずはこれまでご質問の多かったお食事からです！ 

 
皆様もご存知の通り、私たちの体は 

自分の食べたもので作られます💡  

 
バストを大きくする信号を出す役割をしている 
「ホルモン」も同様に食べたもので作られます！

では、どんなものを食べたら 

ホルモンバランスが整うのか？ 

今回は食事がメインの講座ではないので、 

食事の基礎になる部分を 

このテキストでお伝えさせていただきます✨



ホルモンバランスを整え流ためには、 

栄養満点の食事が、 
太りにくいカラダと豊満なバストを作る！

ホルモンバランスを整え、 

バストアップを加速させるためには 

栄養価の高い食事をすることが大切です💡

でも、栄養・・・なんて言われても、 

ピンとこないと思います。 

 
ですのでここでは、 
バストを大きくするお手本のお食事をご紹介します！



【ここがポイント！】

・お野菜からたっぷりの 

ビタミンやミネラルを補うことで、 

バストアップ効果がより出やすくなります！ 

・発酵食品のお味噌汁をとることで 

ホルモンバランスが整いやすくなります！ 

(大豆イソフラボンも補えます！)

・バストの土台をつくる 
タンパク質を魚やお肉、納豆や茹で卵から補い



・炭水化物もしっかり食べるので、 
お昼前にお腹が空いてお菓子をつまむことも防げます。

バストアップする朝食の例）

・ごはん茶碗半分、

・納豆(orゆでたまご)

・野菜たっぷり味噌汁

・フルーツ

・野菜の塩もみ など

バストアップする昼食の例）

定食のようなメニューががおすすめです！

普段コンビニでお昼を済ます場合は、 

おにぎり(1個)・サラダチキンや焼き魚(1品) 

・サラダ(野菜スープ)の３品はマストです！

 
【ここがポイント！】 

野菜の小鉢をふんだんに取り入れて、 
お野菜から栄養をゲット！

お肉またはお魚でしっかりタンパク質を摂ります。



 
夕食までにお腹が空いて 

お菓子や甘いものに手を出さないよう、 
炭水化物であるご飯もしっかり食べておいてくださいね！

バストアップする間食の例）

あったかいお茶や、スープ、野菜ジュース、 

コンビニのカットフルーツなどで、 

食事で摂れない栄養素を補給しつつ、 
食べ過ぎ防止できるもので空腹をしのぎましょう！

他には、ナッツや小魚などを選ぶようにする事で 

栄養がしっかり取れるので、 

バストアップしながらでも 
しっかり痩せる体を作ってくれます！

バストアップする夕食の例）

基本的には、朝食と同じような 

食べ物のメニューでOK！ 

 
外食にいく場合には、 



お魚やお肉などのタンパク質と 

お野菜がたっぷり取れるビュッフェや、 
有機野菜のお店などをたまにはチョイスしてみましょう！

まずは毎日のお食事を、 

お菓子や置き換え食から、 

栄養満点の健康的な和食へと 

切り替えてみてくださいね！ 

 



🌸第２章🌸 
ホルモンバランスを整える⽣活習慣 

ホルモンバランスを整えて、 

バストアップホルモンをたっぷり分泌するには、 
生活習慣もとっても大切になります！

特に大切になってくることが、 

【質の良い睡眠＝熟睡状態】 
を作ってあげることです！

今回のテキストでは、 

入眠時間(布団に入る時間)の３時間前から、 

時間ごとにどのようなことをしたら 
バストアップしながら痩せられるか解説していきます！

不規則な生活や、夜勤の生活をしている方は、 

できる限りでいいのでできそうなものを 
取り入れてみてくださいね！



・就寝【３時間前】までにしておくと良いこと

（ここでは、23時に寝ている方なら 

20時までにしておくこと、をお伝えします！）

寝る時間の３時間前に 
「ごちそうさま！」食事を終わらせよう！

「しっかり睡眠時間をとったはずなのに、 

なぜか寝た気がしない…」という日はありませんか？

そういう日は寝る前に食事をしていたり、 
夕食を食べ過ぎている場合があります。

食事を食べ終わってから 

胃腸は消化活動を始めますが、 

消化がひと段落するまでに約３時間はかかる 
と言われています。



消化途中で寝てしまうと、 
睡眠中に消化をしなければならなくなります。

寝ている時は本来、身体を休める時間です。

ですが、 

寝る時間の２時間前や１時間前まで食べていると、 
胃腸は寝ている間も働き続けなければなりません。

寝ている間も消化のために 

身体は働き続けている状態だから、 

朝起きた時に「寝た気がしない…」という 
感覚になってしまうのです。

バストアップのためにも、 

睡眠の質を良くするために、 

夕食は遅くとも就寝3時間前に済ませておくのが良いです！



お仕事などで、 

夕食を寝る時間の３時間以降にしか 

夕食が食べれない人は、 

 
脂質の少ないさっぱりしたものを 
チョイスすることを意識してみてくださいね！

就寝【１時間前】までにしておくと良いこと

（ここでは、23時に寝ている方なら 

22時までにしておくこと、をお伝えします！）

スマホを機内モードにしよう！

良質な睡眠とは、 
単に長時間寝るということではありません。

 
入眠してから最初の約90分間で 



いかに深い眠りがとれるかどうかがポイント 
だと言われています。

就寝前、 

暗い部屋でスマートフォンを操作していると 

いつまでも寝れなくなってしまうだけでなく、 
スマホのブルーライトが睡眠の質を悪くしてしまいます。

寝る１時間前はスマホを機内モードにして、 

ブルーライトに触れない 
デジタルデトックスの時間をつくりましょう。

とはいえ、 

寝る１時間前にスマホをいじれないと 

暇になりますよね…。

そこでやって欲しいのがこちら！



就寝【１時間前～就寝】までにしておくと良いこと

①バスタイムはできるだけ湯船に浸かろう

10分でもいいので、 
湯船に浸かる習慣をつけてみましょう！

 
身体は冷えると、 

血流やリンパの流れが悪くなり、 
バストアップを阻む原因になります。

また、冷えはホルモンバランスの乱れも 
引き起こすと言われています。

湯船に浸かって身体を内側から温めることで、 
質のいい睡眠をとることができます。 



②寝る前の時間にバストケアをしよう

バストケアはいつ行っていただいてももちろんOKですが、 
特におすすめなのがお風呂上がりや寝る前です！

寝る前にケアをすると、 

心身の緊張がほぐれ、 
寝つきが良くなると言われています。

筋肉を緩めることで血流がよくなる 

といった身体的な効果に加え、 

リラックスを促す副交感神経を優位にすることで 
自然な眠気につながります。

ゆっくりのんびり、 

自分の気持ちの良いところを探しながら 
バストケアを行ってみましょう♪



🌸第３章🌸 
ホルモンバランスを整えるメンタル 

ストレスとバストアップってどう関係あるの？

ストレスは「万病の元」とも言われ、 

強いストレスを受け続けることは 

体にとってよくないことです。 

 
バストアップ以前に、 

ストレスで体調を崩してしまう場合もありますよね💦

「精神的なものであるストレス」と 

「身体的なことであるバストアップ」 

この2つを結びつけるものは女性ホルモンの存在です。 

 
女性ホルモンにかぎらず、 

ホルモンの分泌は非常にデリケートで、 
ちょっとしたことで分泌量に差がでてしまいます。



 
女性ホルモンの存在が無いと、 

バストの素材である乳腺の発達が 

できなくなってしまいます。 

 
だから、ストレスによって 

女性ホルモンが少なくなってしまうのは大問題！！ 

 
女性ホルモンの分泌が少なくなってしまうと 

バストアップどころか、 

バストダウンしてしまう可能性もあるのです💦

今すぐできる！ストレス解消法５選

ここからは、今日からできる 
簡単なストレスの解消法をお伝えします！

ストレス解消法１.ぐっすり眠る

睡眠不足はストレスの元です。 
ゆっくり眠る時間を確保しましょう！



コツは夜の９時以降にやることを、 

なにも無しにしておくことです。 

 
スマホやテレビ、パソコンなど 

娯楽を遠ざけてしまえば、 

自然と早寝することができます。 

ストレス解消法２.お風呂でリラックス

ゆっくり湯船に浸かって 

日々の疲れを癒やしましょう。 

 
いい香りの入浴剤を使ったり 
音楽を聞きながらお風呂に入るのもおすすめです！

ストレス解消法３.親や友達、恋人とおしゃべり

自分にとって安心できる人や 

信頼出来る人とおしゃべりすると、 

ストレスを発散できますよね！ 

食事などおもいっきり楽しんで、 
お話しながらたまった疲れやストレスを解消しましょう。



ストレス解消法４.ペットとの触れ合い

動物と触れ合うと、 

幸せホルモンのオキシトシンが 

分泌されることが科学的に証明されています。 

 
ワンちゃんや猫ちゃんを飼っている人は 

時間があるときにゆっくり 

触れ合ってみるのはいかがでしょうか💕

ストレス解消法5. 瞑想をしてみよう

日々の忙しさから離れ、 

何にもとらわれずに自分自身と 

ゆっくり向き合う時間を大切にする事で、 

 
雑念から開放され、 

リラックスして研ぎ澄まされた心を 

養うことができます💡  

 



ユニ子流 ストレスを感じにくくなる考え方

これまで、ストレスケアの方法を 

５つお伝えさせていただきましたが、 

理想的なのはそもそもストレス自体をためないことです。 

 
ここからは、私流の 

ストレスを感じにくくなる物事の考え方 

についてお伝えしようと思います。 

 
この方法は、ストレスでついつい 

お菓子や食べ物を食べ過ぎてしまう人にも、 
見て欲しい内容です！

人がストレスを感じることや、 

一旦湧いてしまったイライラ、 

モヤモヤといた感情は、 

 
体がストレスに反応して 

自然に出てくる生理現象なので、 

「トイレに行きたい！」と思うのと同じように 
湧き出てくるものです。



ストレスの原因を分析してみよう

「イライラする」「モヤモヤする」「悲しい」 

という感情が湧いてくるのを、 

食べ物で解消するのではなく 

一度深呼吸をして、一呼吸置いてから 

【なんで私、今こんなにもイライラするのかな？】 
と分析してみてください。

【例】

すごーーーく心が 

イライラするような出来事があったとします。 

 
そんな時には、食べ物でストレスを解消する前に、 

「なんで私こんなにイライラしてるのかな？」と 

我に返って考えてみてください。 

 
そうすると、 

「あぁ、ママ友が私の体型のことで、 

デリカシーのないことを言ってきたからだ。 

イライラしたんじゃなくて、 



 
本当はそんな風に言われて悔しかったんだな...。 

心が悲しい気持ちになったんだな...。」と、 

 
イライラの根底にある 
本当の感情に気づくことが大切です。

心から自分のためになるストレスケアとは？

そして次に考えるのは、 

どんなストレス発散の方法が、 

１番自分を幸せにするかな？と考えることです。 

「今イライラに任せて子供に八つ当たりしたり、 

やけ食いしてしまったら、 

余計に自分が惨めになって悲しくなってしまう...」 

 
「この悲しみは、 

バストアップのためのストレッチや瞑想をして、 

自分を磨くことで解消しよう！見てろよ！！ 

憎っくきママ友！！！」 

 



 
と自分を大切にする思考に変換するのです。

 
私は、ストレスというものは、 

「自分を大切にして！」という心のSOSの声 

だと思うのです。 

 
自分を大切にできる洗濯ができれば、 

自然とストレスと向き合うことが 

うまくなっていきます。 

 
どうか、ストレス発散に 

自分を傷つけることではなく、 

自分を癒す方法を選んであげてくださいね😌💡  

 
あなたのストレスが少しでもなくなって、 

バストアップを楽しむことができることを 

心から願っています✨  



🌸おわりに🌸 

今回の特典テキストは、

これまでユニ子式バストアップの 

講座を受けていただいたことのある方には 

「もう知っているよ！」と思われる 

内容も多かったかと思います😌💡

ですが、 

「知っている」と「出来ている」は 

全くの別物です。 

 
今回、しっかりとこのテキストをきっかけに 

「出来ている！」を目指し 

ホルモンバランスを整え、 

 
バストアップを加速していく 
きっかけにしてください。



そしてこれまで知らなかった方にも、 

これを機にホルモンバランスを 

整えることの大切さを知り 

バストアップして細グラマラスボディになるための 
ヒントにしていただきたいです。

そんな願いからテキストを作らせていただきました。 

一つでもホルモンバランスを整えることを 

当たり前にできていけるように…✨  

 
ぜひ何度も読み返して活用していただけると幸いです。

バストのコンプレックスを 

一緒にチャームポイントに変えて 

新しい自分に挑戦していきましょう🦄✨  

 

ユニ子式バストアップ 
ユニ子


