




はじめに 
みなさまこんにちは！ 

バストアップ講師のユニ子です🦄✨  

久しぶりの無料企画となりました😊  

これまで温めに温めてきたバストアップの知識を 
シェアすることができて 

とっても嬉しいです😭✨  

今回の無料企画、 
「バストアップノート」は 
私が普段、手書きの 
ノートに書いている 

バストアップの知識や 
考え方をそのまま皆様に

シェアする企画です📖✨  

(※ずっと使っているノートなのでかなり 

ボロボロで年季が入っていますが…😂 )



できればノートのページを 
そのままお見せしたかったのですが、 
読みにくい部分も多かったので 

わかりやすく電子書籍にまとめてみました✍  

手書きのイラストでノートに描いていたものは、 
見やすい画像に変更したりしています。 

バストアップ講師として、 
普段どんなことを考えているのかや、 
どんなことを書いているのかなど 

私の頭の中を覗き込むような気持ちで 

楽しみながら読んでいただけたら嬉しいです💕  

少しでもバストや、日々の行動を 

変えるきっかけになれますように😌✨  

それでは今日も 
コンプレックスを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🦄✨  



4000人以上のバストを見
てきた私だから知る 
育乳の秘密 

胸のサイズは、妊娠出産などを抜きにして  
女性の生涯でほぼ 6 回変化する！ 

1度目の変化は、初潮から4年後まで。 

成長期に合わせて自然に成長すると言われています💡  



ですが、成長期を超えた後にも 
バストサイズは変化するチャンスが 

あと５回もあるんです😍✨  

成長期が終わった後、 
バストが大きく綺麗な形になるか 
それとも 
垂れたり小さくなってしまうか 
その分かれ道はバストケアをするかどうか。 

例えば、筋トレを続けていたら 
年齢を重ねても若々しい体を維持できるように 
バストケアを続けていたら 

バストもどんどん綺麗になっていく😍✨  

「なかなかバストサイズが変わらないな…」 
と思っている人がいたとしても、 
まだ人生のうちの６回の変化のタイミングが 

訪れていなかっただけ かもしれません😌💡  

年齢に合わせてブラジャーを変えたり 
１日数分だけバストを労る時間を作ったり 
できることから取り入れていこう！ 



誰も教えてくれなかった 
育乳のための栄養 

「え！こんなものもバストにいいの!?」 
王道だけじゃない意外な食材シリーズ🍽 

普段からバストアップを頑張られている皆様なら 
「キャベツや大豆製品がバストにいいことは 
もう聞き飽きたし、食べ飽きたよ…」 

と思われている方もいらっしゃると思います😔  



なので今回は、 
「こんなものも！バストにいいんだ！」という 

食材をピックアップしてみました💡  

【ナッツ、亜麻の種子(アマニ油も可)】 

乳房組織の構築に不可欠な不飽和脂肪が豊富✨  

【手羽先、牛すじ、カレイ】 



バストのハリや弾力を維持する

コラーゲンが豊富✨  

垂れやしぼみが気になる方にお
すすめ！ 

【緑の葉野菜、レタス、 
キャベツ、ピーマン、人参、かぼちゃ】 

女性が不足しがちな鉄分やカルシウムを補える。 
緑の葉物野菜は、女性の男性テストステロンを妨げ、女性
の体内のホルモンのバランスが整い、自然なエストロゲン
レベルになりやすくなる効果も✨  



【あんず、ザクロ、パパイヤ】 

なかなか普段目にすることが少
ない果物たちではありますが、 
これらの果物はエストロゲンが
豊富に含まれます✨  

ですが豊富すぎるので食べ過ぎに注意が必要だったり、 
妊娠中などは医師のアドバイスなどをもらいましょう！ 

【フェンネルティー(フェンネルシードも可)】 



フェンネルティーは「フェンネル」という植物の種子を 
乾燥させて作ったハーブティー。 
カレーや魚料理のスパイスに使われることも多いです。 
海外では、産後や授乳中の女性がホルモンバランスを整え

るために飲むことで「母親のハーブ」とも言われている💡  

これらの食材を積極的に摂るといい期間 

上記で紹介した食材は、特に 
女性ホルモンの分泌が活発となる期間 
（生理から11～13日目が最も効果的、 

18～24日目が次に効果的）に多く摂ると効果的💡💕  



簡単なのに美味しい😋 
育乳作り置きレシピ 

さっき出てきた食材たちを調理していこう！ 

さて！先ほど出てきた食材は、 
「これどうやって食べるの？」というものも 
多かったと思うのでいくつかレシピをご紹介します！ 



【干しあんずとナッツのサラダ】 

＝材料(２人分)＝ 
　干しあんず…４個 
　ミックスナッツ…30g 
　セロリ…１本(100g) 
ドレッシング 
　塩…小さじ1/2 
　ごま油…大さじ1/2 
　酢…大さじ1/2 



＝作り方＝ 
①干しあんずは細切りに、セロリは筋を取って６cm長さの
細切りにし、ドレッシングの材料をからめてよく混ぜ、10
分おく。 
②ナッツを刻んで①とあえる。 

【バストアップ野菜とみょうがの塩揉みサラダ】 



＝材料(２人分)＝ 
キャベツ…3～4枚 
ミョウガ…1個 
ニンジン…1/8本 
黄パプリカ…1/4個 
塩小さじ…1/2 
プロセスチーズ…適量 
お好みのドレッシング…大さじ2 

＝作り方＝ 
①ニンジンは皮をむきせん切りにする。キャベツもせん切
りにする。黄パプリカは縦薄切りにする。 
ミョウガは縦半分に切りさらに縦薄切りにする。 
②プロセスチーズは小さなサイコロ状に切る。 
③ビニール袋に①の野菜と塩を入れ、袋に空気を入れて 
袋の口をしっかり持ち、袋を振って全体に塩をからめる。
袋の空気を出来るだけ抜いて袋の口を縛り、水気が出てく
るまでそのまま置く。 
④水気を絞って器に盛り、プロセスチーズを散らして、フレ
ンチドレッシングをかける。 



【手羽先の中華粥】 

＝材料(２人分)＝ 
米…１合 
手羽先…２本 
しょうが…１かけ 
白ネギの青い部分…１本 
ごま油…小さじ２ 
酒…大さじ２ 
ザーサイ…大さじ１ 

＝作り方＝ 
①しょうがを千切りにする。

②鍋に水２カップ･ごはん･手羽先･ショウガ･ネギを入れ煮立ったら、
酒･ゴマ油･塩少々を入れ、弱火にする。

③弱火にして15分煮たら完成。食べるときにザーサイを添える




体を根本から整えて 
サイズ戻り&形を整える 
骨盤矯正バストアップ 

ここからは、バストアップに大切な骨盤矯正です✨  

私は現在、ドバイに住んでいるのですが 
ドバイでもフィットネスはとっても盛んで、 
骨盤矯正のレッスンやプログラムも 

とっても多く開催されています💡  



今回は、ドバイで実際に学んできた 
骨盤矯正のレッスンのテキストを使いながら 
バストアップにも役立つストレッチを 
５つご紹介していきます！ 

①から⑤までをすべて続けながら 
一連の流れでおこなってみてください♪！ 





【① ランナーズランジ 片足30秒ずつ】 

01 … 膝立ちの状態になります。 
02 … 左膝を前に出し９０°くらい曲げます。 
03 … 右の股関節を前に押し出すようにしながら 
　　　息を吐いてゆっくり伸ばしていきます 
04 … 30秒キープしたら足を入れ替えます。 



【②クロスアンクルフォワードフォールド 片足30秒ずつ】 

01 …ももとももを引き寄せ、脚をクロスした状態で立つ。 
02 …背骨をひとつひとつ下ろすように頭を下にする。 
03 …ゆっくり呼吸しながらお尻から脚の裏側全体を緩める 
04 … 30秒キープ 
05 … 腰の方の背骨から 頭が最後になるように、 
　　　ひとずつ積み重ねて起き上がり、足を入れ替える。 



【③膝を曲げた 
シーテッド フォワード フォールド 60秒】 

01 …座った状態のまま骨盤を立てて足を伸ばす。 
02 …足を真っ直ぐ伸ばすのが辛い人は膝を曲げてOK! 
03 …ゆっくり呼吸しながらお尻から脚全体の裏側を緩める 
04 … 頭が最後になるように、股関節から上半身を倒す 
05 … 呼吸は止めずに60秒キープしたら 
　　　腰の方の背骨からひとずつ積み重ねて起き上がる 



【④バタフライストレッチ  60秒】 

01 …マットに座り足の裏を合わせて、膝を大きく開く。 
02 …両手を足首に置き、肘で太ももにやさしく圧力をかけ 
　　 太ももの内側と腰が伸びるのを感じる。 
03 …呼吸は止めずに60秒キープ 



【⑤チャイルドポーズ  60秒】 

01 …足の親指を重ねない状態で、正座の姿勢をし、 
　　  背筋を伸ばす。 
02 …両手を前方の床につく。 
03 …息を吐きながら、手を前にすべらせるように、 
        骨盤から上半身を前に倒し、おでこを床につける。 
04 …首や肩の力は抜き、背中や腰は丸くなった状態で 
        柔らかく保つ。体の重さに身を任せるように 
        リラックスする。 



即効性だけに特化した 
バストマッサージ 

 20秒で完了！ 
漢方経絡バストマッサージ 

仕事に家事に、毎日を忙しく過ごす現代社会。 

「ストレッチもしなきゃ！ 
あぁ…あれもこれもしなきゃ...」 



となると、なかなかマッサージをする 

余裕がない時もあると思います😌  

(私もそういう時がよくあります💦 ) 

そんな時に20秒あればできる 

簡単な漢方経絡マッサージをご紹介します✨  

【経絡(けいらく) ってなに！？】 



経絡とは、簡単にいうと身体中に流れている 

「気血(きけつ)」というエネルギーの通り道のことです💡  

経絡は全身に12本あり、 
上の図の黒や赤、青、緑などの線を経絡といいます！ 

なんだか地下鉄の路線図みたいですよね🚃✨  

よく、バストアップをしていると 
「バストアップに良いツボ」 
なんてものが出てきたりしますが 

「ツボ」は経絡の上にあるんです💡  

電車で例えると、 
経絡が線路、ツボ(経穴)が駅のような感じです♪ 



【片乳たった10秒！さするだけでOK！】 

胸の経絡に沿って全てを網羅するケアをしようとすると 
とんでもなく時間がかかってしまいますが、 
要所要所を押さえればとっても短時間で、 

効果的にマッサージすることができるんです💡  

上の図のグレーのしましまラインに手のひらをのせ 
片乳10秒かけて、ゆっくりと手を滑らせながら 

赤い矢印の方向にさすってあげるだけでOKです✨  



バストアップが加速する 
自律神経バランスアップ 

トリートメント 

自律神経の乱れは 
バストの成長を妨げるブレーキに😣💦 

私たちは普段、なにかしらのストレスを抱えながら 

日々の生活を送っていますよね😌  



ストレスにもいろんな種類があり、 

・人間関係やお仕事、将来の不安などの「精神的ストレス」 
・肩こりや腰痛など「身体的ストレス」 
・食事や匂い、薬などの「科学的ストレス」 
・暑さや寒さ、高湿度などの「物理的ストレス」 

など原因は様々です。 

まずは、今のあなたが、 
どれくらい自律神経に乱れがあるのか 

チェックテストをしてみましょう✍  

当てはまる項目の数を数えてみてくださいね！ 



【自律神経の乱れチェックテスト】 
 

あてはまる項目は何個ありましたか？ 



【セルフチェック結果】 

当てはまる項目があまりにも多かった場合は 
セルフケアだけでなく、しっかり休養を取ることが 
大切になってきますが、 

今日はテレビを見たりしながらでも 
簡単にできる自律神経を整えるケアを 

お伝えさせていただきます✨  



隙間時間で耳マッサージをしよう👂💕 

じつは耳マッサージには、自律神経を整えて、 
気候の変化が原因の頭痛などを 

予防・緩和する健康効果があります✨  

耳をマッサージすると、耳のまわりはもちろん 
全身の血行を良くする効果があるので 

バストの血流も良くなることから 
バストアップにも直結しますし、 

この血行の改善により、 
自律神経のうち、体をリラックスさせる役割を担う 
「副交感神経」の働きが高まり 

自律神経の乱れを安定させてくれます🍀  



【簡単！耳マッサージの３ステップ】 

①耳たぶを掴み下から上に 
少しずつ位置をずらしながら引っ張っていく 

 

②耳たぶを上まで引っ張ったら耳神門を 
親指と人差し指で挟むように指圧する(痛気持ちい強さで) 

③ ①→②をもう一度繰り返し行う 



おわりに 

今回のバストアップノートでは 
取り組みやすいものもたくさん入れてみたので 
ぜひ今から！ 

できるものに取り組んでみてくださいね💡✨  

今回動画ではなく、写真を使って説明した 
マッサージやストレッチに関しては、 
また別の機会に動画編を行わせていただきます♪ 

最後まで読んでいただき、 

ありがとうございました😊✨  

ユニ子
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