
 

【著作権について】 

 当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。 使用に関しましては以下の

点にご注意ください。 

 

本電子書籍の著作権は作者である城本拓実にあります。著作権者の書面による事 

前許可なく、本レポートの一部、または全部をインターネット上に公開すること、および

オークションサイト などで転売することを禁じます。  

 

・本電子書籍の一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電子ファイル、

ビデオ、ＤＶＤ、およ びその他電子メディアなど）により複製、流用および転載すること

を禁じます。  

 

【使用許諾契約書】  

本契約は、本教材をダウンロードした法人・個人（以下、甲とする）と作者（以下、乙と

する）との間で合意 した契約です。本教材を甲が受け取ることにより、甲はこの契約に

同意したことになります。 

 

 第 1 条 本契約の目的 乙が著作権を有する本教材に含まれる情報を、本契約に

基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するもので す。  

 

第２条 禁止事項（第三者への公開の禁止） 本教材に含まれる情報は、著作権法に

よって保護されています。甲は本教材から得た情報を、乙の書面による 事前許可を

得ずして出版・講演活動および電子メディアによる配信等により、いかなる第三者にも

公開するこ とを禁じます。  

 

第３条 契約の解除 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾

契約を解除することができるものとします。  

第４条 損害賠償 甲が本契約の第２条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違約件数と販 売価格を乗じた金額を支払うものとしま

す。 

  

 



こちらの PDFを御覧いただきまことにありがとうございます。 
ファスティングのやり方などに迷ったときはこちらの資料を参考に取り組んでみ

てください。 
 
【デトックスの必要性】 
ファスティングというと「食べない」「絶食」「間違ったダイエット」といった認

識を持たれている方が多いです。 
しかし、ファスティングの本来の目的はデトックスです。デトックスとは日本語

で解毒のことを指します。デトックスというとなんだか『美肌を目指す女性がす

るもの』という風に思っている男性も多いようですが、実は男性だろうと子ども

だろうとデトックスすることは重要です。 
というのも人間の体には必ず、有害金属が蓄積するからです。 
 
有害金属 症状 取り込んでしまう原因 主要な排出栄養素 
ヒ素 皮膚沈着、皮膚がん、疲労 防腐剤、肉類、殺虫剤、 

穀物類 
セレン,亜鉛 

カドミウム 腎臓障害、骨粗鬆症 
骨軟化症、貧血、 
 

タバコ、受動喫煙 
排気ガス、ハンダ、石油 
石炭、井戸水 

ビタミン C.D.E 
マグネシウム 
セレン 

鉛 貧血、腎臓障害、高血圧 水道水、喫煙、殺虫剤 カルシウム、亜鉛 
水銀 発達障害、消化機能異常 

腎臓障害、情緒不安定 
魚介類、 
歯科用アマルガム 
乾電池 

セレン 
亜鉛 

アルミニウム 腎臓障害、分析脳症、皮膚がん ふくらし粉、野菜類、 
アルミ器具、乾燥剤 

マグネシウム 
鉄 



 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日本経済新聞より引用 

 

この表で見てほしいのは「取り込んでしまう原因」のところです。 
中には身近なものもありますよね。 
特に食べ物の中に含まれていることが多いことがわかるかと思います。タバコを

吸わない人でも食べ物、そして大気汚染から体内に有害金属は侵入してきます。

体に良いとされる野菜も農薬など殺虫剤を基本的に使っています。そのため、多

く野菜を食べる人はヒ素などの有害金属が蓄積している可能性が大です。 
 
これは他人事ではなく、間違いなく自分の体にも蓄積しているものになりま



す。  
有害金属のたちが悪いところは、「原因が不明」とされてしまうところです。 
例えば頭痛で病院に行ったとしても、ほとんどのところは「有害金属の蓄積」だ

といった診断はしないでしょう。 
だから結局、原因不明→とりあえず頭痛薬出しておきましょう。ということにな

ります。 
 
日本の医療は対処療法がまだまだ根付いていますので、お薬での対処が多いです。 
しかし、本当に体を治そうと思った時、体質を改善したいと思った時に、問題の

根底にある部分を改善しないといけません。 
 
だからデトックスは男性も女性も子どもも必要なのです。 
デトックスを定期手的に行うことで、病気になりにくい強い体となります。 
 
【断食の流れ】 
ファスティングの流れについてはこちらでも解説しています 
http://fasting-food.com/fasting/fastingdiet-seikouhouhou/ 
 
【準備食】 
ファスティングは食べない期間（本断食）がとても目立ちますが準備食、回復食

も非常に重要です。まずは教材を読み込み、断食の効用や流れを理解しましょう。 
 
デトックスをするには内臓器官がフル活動して毒素を外に出すのですが、普段の

食生活によっては、内臓が疲弊している場合があり、上手にデトックスすること

ができません。 
準備食期間では、内臓の動きを整える食事を中心にして頂きます。 
そうすることで本断食中のデトックスも効率的に行えるようになり、ファスティ

ングの効果を高めることができます。 
準備食期間中は、肉、魚、卵、乳製品などの動物性タンパク質は避けます。 
また、揚げ物やお菓子なども避けるようにしてください。 
 



 
動物性食品や嗜好品を避けることで内臓器官の調子が整い、ファスティングで効

果が出やすくなります。 
準備期間中は豆、ゴマ、野菜、バナナや発酵食品などを積極的に摂ることでホル

モンバランスが整い、最高のファスティング期間を過ごすことができます。 
特に朝バナナは睡眠に関係する必須アミノ酸を豊富に含みます！ 



 
 
また無添加のお味噌汁、豆乳ヨーグルト、ぬか漬けなど積極的に摂ることをオス

スメします。 
発酵食品と味方にどんどん体の調子を整えてあげましょう！ 
 
【回復食】 
本断食をやり終えた体はものすごく吸収力が高まっている状態です。この体に何

を取り入れるかが非常に重要になります。 
例えば吸収力の高まった体に、添加物や動物性食品、嗜好品などを入れると綺麗

になった細胞に再び有害物質を投げ込むことになります。 
それでは逆に体の不調の原因になってしまったり、リバウンドを引き起こす元に

なってしまったりします。 
ファスティングはこの回復食までが一連の流れです。成功までもうひと踏ん張り

ですので、この期間も食べる喜びを感じながら気を引き締めて行きましょう！ 
味覚も敏感になり、今まで何気なく食べていたお野菜や米もおいしく感じられる

ようになっています。 
 
【準備食１日目（開始２日前）】 
肉、魚、乳製品、揚げ物、お菓子などを避けてください。パン、うどん、ラーメ

ンなどグルテンを含むものもこの時点から抜いておきます。この期間に糖質や甘



いものを摂り過ぎるとファスティング期間中の頭痛の原因になります。 
精製された糖質は避け、ファスティングが出来る体への準備を整えましょう。 
 
準備食中は【マゴワヤサシイッス】を意識して食べます。 
ま・豆 
ご・ごま、ナッツ類 
わ・わかめ・海藻類 
や・野菜 
さ・魚【ファステイング前はとらないでください】 
し・シイタケなどのきのこ類、生姜 
い・イモ、穀類（発芽玄米、雑穀米） 
つ・漬け物、ぬか漬けなどの発酵食品、豆乳ヨーグルト 
す・酢の物、スーパーフード（チアシードなど） 

 
 
上記の食品をまんべんなく取り入れることで、ビタミン、ミネラルのバランスが



整いやすいです。 
魚に関してファスティング前後は避けたほうが良いですが、通常時の食事であれ

ば非常に豊富な栄養素を含んでいるので意識して取り入れると良いでしょう。 
 
特に、発酵食品をしっかりと取り入れて行くことで腸内環境が整いやすいです。

ファスティング前後はもちろんのこと、普段の生活でも取り入れて行くことがオ

ススメです。 
 
準備食期間中は腸内環境を整えるイメージ。 
 
食べ過ぎ、飲み過ぎには注意し、腸内のバランスと整えていくことでファスティ

ング効果を高めることができます。 
 
【準備食２日目（開始１日前）】 
開始１日前のポイントとしては糖質をとり過ぎない、夜にかけて徐々に量を減ら

していく、ということです。 
夜の食事を軽めに済ませることで脂肪燃焼効果も高まるほか、早い段階でデトッ

クス期間に入りやすいです。 
 
食事例  
朝：腹六分目の食事を心がける。 
玄米、雑穀米、味噌汁、お粥、サラダ、バナナ、自家製スムージーなど 
 
昼：マゴワヤサシイッスを中心に 
 
夜：消化に優しいものを中心に食べます。 
サラダ、フルーツ、ぬか漬け、蕎麦、フルーツ、雑穀米など 
 
【ファスティング１日目】 
ファスティング期間中は基本的に酵素ドリンクのみで過ごします。 



 
 
酵素ドリンクの飲み方 
マナ酵素 
女性、男性	 １日約 200ml〜300ml 
朝：50ml	 昼：50ml	 夕方：５０ml	 寝る前 50ml	  
後は不調時や小腹が空いた時にちょこちょこ飲みます。※330ml位内 
※目的により摂る量は変わります※ 
 
上記の量を 200ml以上の水に溶かして飲みます。オススメなのは水分の確保のた
めに 500mlのペットボトルに溶かして飲むことです。 
味に飽きた場合は、無添加のフレッシュなレモンを少し混ぜるとさっぱりした味

わいになります。 
 



 
【持ち運び】 
500ml 以上のペットボトルと原液を持ち歩いてその都度薄めてもらってもいいで
すし、予め溶かして持ち運んでも大丈夫です。薄めた際はその日に飲み終わるよ

うにしてください。 
 
【水について】 
お水は 1 日 2 リットル以上を飲むようにしてください。水の種類は水道水でなけ
れば何でも大丈夫です。お湯もオススメです。（腸を刺激し宿便が出やすくなりま

す） 
ファスティング中は体が冷えやすくなるので、お湯や無農薬オーガニック・ルイ

ボスティーなどをゆっくり飲むと水分量の確保と体温のサポートに効果的です。 
※酵素ドリンクを溶かした水の量も含めてください。 
 
【水を飲む理由】 
ファスティング期間中は水を飲むことが非常に重要です。ファスティング中は体

の解毒を促す行為ですので、血中に不要になった老廃物などが大量に体の中を回

るようになります。 
この老廃物などが体中を駆け巡っている時に、不調が出やすいです（頭痛、悪寒、

腰痛など） 
これらを早く解消するために、水をしっかりと取り、綺麗な血を体中に流すよう

に促します。水が少ないと体の中はドブ川状態。排泄がうまくいかなくなっ

てしまいます。  
また、普段からお酒をよく飲む方は 2 日目くらいに頭痛を引き起こす場合があり
ます。この場合、天然塩や無添加の梅干しを一つ食べることで症状を早く改善で

きます。 
 



 
 
【ファスティング 2日目】 
ファスティング 2 日目になると、いよいよ体の大掃除が始まります。丸一日、固
形物が入ってこないことで体が反応し、様々なホルモンも分泌し始めます。 
また、2日目は初日と比べて、眠気やだるさを感じやすいです。これは体が少エネ
モードに入っているからです。 
症状が現れた時はゆっくり休むことが望ましいです。酵素ドリンクを少し多めに

摂ることで症状を緩和することができます。 
 
また、2日目から脂肪燃焼スピードも格段に上がっていきます。 
脂肪燃焼に関わるケトン体の分泌も通常の 20倍ほどに上がり、余分な脂肪を燃や
すお手伝いをしてくれます。 
さらに、運動を取り入れることで良い一層燃焼効果、デトックス効果を高めるこ

とができます。 
30 分以上の軽いウォーキング、踏み台昇降、エアロバイク、ニコニコペー
スでのランニングなど積極的に取り入れていきましょう。  
 
また、軽い運動を朝日を浴びながら行うこともおすすめです。 
朝の日光を浴びることで、メラトニンが生成され睡眠の質が上がったり、体内時

計を整えてくれたり、女性に不足しがちなビタミン D をできたりと様々な効果が
あります。 



 
ファスティング期間中は、消化器官の休息から睡眠時間が短くて済む人もいます。

寝起きがスッキリ出来るので、是非朝の時間を通常より早起きして運動する時間

に当ててみてください。 
これはファスティング中に限らず、ずっと続けていけることですのでこの機会に

定着させて行きましょう。 
 
【ファスティング 3日目】 
ファスティング 3 日目からはケトン体の分泌が通常では考えられないほど高まり
ます。前述した通り、20倍ほどまで上昇することもあります。 
ケトン体を測定できるキットもありますので、持っている方は準備職の時と、フ

ァスティング 3日目以降のケトン体の有無を比べてみると面白いです。 
 



 
ケトン体を測定できるケトン紙を活用します。 

 
3日目以降のファスティングは筋肉の分解も最小限に抑えられ、脂肪をガンガン燃
やしていくイメージです。 
またケトン体の分泌により、空腹感もそれほどなく、体も軽くなり、非常に快適

に過ごすことができるようになります。 
※3日目に突入して、力が出ない、ふらふらするなどの症状がある場合は、ケトン
体の分泌により体が酸性に傾いてしまっている可能性があります。 
その場合、レモンや黒酢をドリンクに少量混ぜる、天然塩を舐める、無添加梅干

しを一つ食べる、酵素ドリンクを多めに飲むことで解消できます。 
 
 

【ファスティング 4日目以降】 
ファスティング 4 日目までくるとケトン体の分泌もしっかり高まっているので問
題なく過ごすことができます。 
ここからはマクロファジーが大活躍します。 
マクロファジーについてはこちらのブログに書いてあるので読んでみてください

♪ 
http://fasting-food.com/fasting/fasting-diet-yaseru/ 
 
マクロファジーにより細胞内も掃除され、代謝も活発になるため、肌も体の中も



どんどん生まれ変わります。 
もし不調が出た場合は、今までと同様、ドリンクを多めに飲む、天然塩をなめる、

梅干しを食べるなどして対処すれば OKです。 
4日目までくれば、上記のやり方 14日まで安全に行うことができます。 
５日ほどでも十分に効果を実感できますので、あと少し頑張ってください！ 
 
 
【回復食について】 

※	 ※回復食は何よりも重要です！  
回復食の過ごし方によっては不調を招きます！※※  

 
今までファスティングによって十分に胃や腸も休むことができました。 
そして、本来の力を取り戻し、体に入ってきたものをしっかり吸収しようとして

います。 
ここに消化に負担のかかる動物性食品やジャンクフードなど取り入れることは 
一種の自殺行為といっても過言ではありません。 
綺麗になった細胞に、早速ゴミを大量に投げ入れることをすれば、当然また

体は汚れます。 
そして、悪玉菌の繁殖を助長し、太りやすい、免疫力の弱い腸内環境の出来上が

りです。 
そうならないためにも、この回復食は非常に重要な鍵を握っています。 
 
【自分だけのオシャレな家具を並べよう】  
ファスティングは体の大掃除でしたね。言い換えると、自分の築何十年（自分の

年齢）の家をリフォームしていることになります。要らなくなったものはどんど

ん捨て、ボロボロになった壁や屋根を修復していくイメージです。 

 



では、回復食の役割は何でしょうか？ 
回復食は、ファスティングによってリフォームされた自分の家（体）に家具を並

べていくことです。 
すごく綺麗にリフォームされているのに、磨いてもいない、ホコリまみれの椅子

やテーブルを並べる気にはなりませんよね？ 
やはり、その家に見合う家具の購入を検討したり、しっかり磨いた家具を家の中

に入れたりしたいですよね。 
ファスティングすることで味覚も敏感になり、今まで平然と食べていたジャンク

フード（ホコリまみれの家具）が体（家）に合わないことが実感できます。 
しっかりと回復食に取り組んで、内も外もピカピカのマイハウスを完成させまし

ょう。 
 
 

 
 
 
 



 
 
【回復食 １日目】 
休んでいた内臓に突然、脂っこい肉や魚、添加物などの有害物質を入れると、胃

や腸がビックリしてしまい、吐き気やフラフラするなどの症状が現れることがあ

ります。 
まずは消化に優しい野菜、味噌汁、果物、蕎麦、重湯などからゆっくりと食事を

戻していくことがポイントです。 
【１食目】 
酵素ドリンク（30ml） 
サラダ、グリーンスムージー（豆乳や砂糖は入れない） 
梅干し 
 
【2食目】 
野菜サラダや味噌汁など消化に優しいもの 
※	 外食時は蕎麦を選択。 
【3食目】 
消化に優しいもの 
例：野菜スティック、バナナ、味噌汁、ぬか漬け、重湯 
 



※	 ダイエット目的の場合、初日に炭水化物は入れないほうがいいです。 
※	 ぬか漬け、味噌汁など発酵食品をしっかり摂ることで善玉菌が増えます。 
※	 よく噛む、よく噛む、よく噛む！！野菜や米の甘味を味わいながら食べましょ

う！ 
※	 お腹が空いたら余っている酵素ドリンクを 30ml ほど水に薄めながら飲むよう
にしてください。血糖値を安定させることで、空腹感が収まります。 

 
【回復食	 2日目以降】 
 
2日目から徐々に固形物を増やしていきます。 
また酵素ドリンクを飲み続けることで、腸内環境が整い、綺麗で強固な腸内環境

が作られます。 
1日目と同様、お腹が空いたら酵素ドリンクを飲むことはオススメです。 
 
【朝】：酵素ドリンク 30ml 
果物、味噌汁、サラダ、野菜スティックなど軽食 

 
【昼、夜】 
昼からは準備食と同様マゴワヤサシイッスに戻していきます。 

 



 
上記のことを意識して食事をすることで、最高の腸内環境が出来上がります。 
魚やお肉、乳製品に関しては３日目以降から取り入れていきましょう。 
早い段階で入れていくとリバウンドの原因や悪玉菌の繁殖を助長してしまいます。 
亜麻仁油などの「いい油」と言われるものも同様です。最初の３日間は控えるほ

うがベストです。 
※ただ、亜麻仁油などのオメガ３系の油はファスティング後に取り入れることで

細胞の状態をさらによくしてくれるのでオススメです。 

 
 
8	 食事例	 

●回復食	 1	 日目	 ・朝食:酵素ドリンク、	 

・昼食:野菜サラダや、野菜のスムージー、すり下ろし野菜、味噌汁など。用意で

きない際	 は蕎麦を良く噛んで食べたり軽いもの	 	 

	 

・夕食:野菜、海藻、食物繊維、豆富や玉ねぎの味噌汁、ぬか漬けなどミネラル、

ビタミン、	 発酵食品がしっかりと摂れる食事とフルーツなど。	 お粥で無くても

問題ありません。※※ダイエット目的の場合、1	 日目は炭水化物は無い方が良いで

す。※※	 



	 

●回復食	 2	 日目	 	 

・朝食:食べないか、酵素ドリンク、軽くスムージや野菜、フルーツなど	 	 

	 

	 

・昼食:八穀米、発芽させた玄米、ネバネバ和え物(納豆、オクラ、山芋、ミョウ

ガなどを混	 ぜたもの)、味噌汁、根菜の薄煮、漬物、フルーツなど。	 	 

	 

	 

・夕食:八穀米、発芽させた玄米、味噌汁、煮物(大根、人参、椎茸、きぬさや)、

トマトとア	 ボガドを醤油、お酢少々を混ぜたサラダ、漬物	 	 

	 

	 

上記はあくまでも参考なのでマゴワヤサシイッスを意識して食べるようにしてく

ださい。	 

	 	 

	 

ファスティング後に摂り入れたいサプリ	 

	 

	 

	 

●フラックスオイル（亜麻仁油）	 3,240円 	 

DHA、EPA	 は脳細胞と全身の細胞膜に一番重要な脂質であり、ファスティング後に	 

最高の状態で細胞が生まれ変わる時に摂る事で細胞をとても良い状態にします。	 

DHA、EPA	 は抗炎症作用も高く、血を綺麗にする油ですのでサラサラの最高の状態	 

の血液を作ることができます。高血圧、中性脂肪が多い、もの忘れが多い、血が

ドロドロ、アスリート、妊活、妊娠前、妊婦、授乳期などの方にもオススメ!	 多

くの医師も推奨するドクターズサプリ。	 

	 

	 



●酵素ドリンク	 9,155	 円	 	 

マナ酵素には細胞に重要な必須ミネラルであるマグネシウムが吸収されやすいカ

タチで含まれ、解毒酵素の働きに重要な	 MSM、脂肪の燃焼に必ず関わってくる	 L-

カ	 ルニチンが含まれていることで、ファスティング後の細胞の再生、生まれ変わ

り、	 解毒を素晴らしい状態に保ってくれます。	 また、空腹を満たす為、リバウン

ド防止にもなります。是非、日々の生活に摂り入れてください。	 	 

	 

	 

	 	 

	 

よくある質問	 	 

Q.頭痛が起きます。	 

 A.初日、2	 日目の午前中に起こる頭痛は普段の食生活で塩分高めの食事を摂って

いる方に表れやすいです。これは血圧が正常になるために起こります。	 その際は、

天然塩を舐めるか、梅干し（無添加）を	 1	 粒食べて下さい。 3	 日目以降に起こ

る頭痛は、ケトン体(脂肪燃焼物質)の分泌が多く、体が酸性に強い傾向にありま

す。	 

酵素ドリンクを多めに飲むか、梅干しを食べる、黒酢やお酢を水で割って飲むな

どで改善されます。	 	 

	 

	 

	 



Q.寒気、眠気がします。	 

	 A.体が少ないエネルギーの中で生活するため、体を温める力も抑え、省エネモ

ードになります。また、ホルモンの働きが低下しやすい方は基礎代謝が落ちてき

ます。お湯に黒酢を入れて飲んだり、白湯、ハーブティーを飲んだりしてお腹を

冷やさないようなるべく暖かい格好で過ごして下さい。

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 

	 Q.ファスティング中は炭酸水、コーヒー、紅茶などもだめですか	 

	 A.ファスティング中は水、お湯、ノンカフェインのハーブティー(宮古ビデンス

ピ	 ローサ、ルイボスティーなど)のみとして下さい。カフェインや炭酸水を摂る

と胃に血液が集まり刺激され、空腹を引き起こしやすく、氣持ち悪くなるのでフ

ァスティングの妨げになります。	 	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 	 

Q.運動、半身浴、サウナ、岩盤浴などだめですか?	 

	 A.ファスティング中の激しい運動はバテやすいので、筋トレ、ランニングなど

はいつもの７０%くらいの運動量で酵素を飲みながら行って下さい。	 半身浴、低

温サウナで皮脂腺からの汗を出す事で重金属のデトックスを高めます。ビオソル

トを風呂を入れた半身浴、岩盤浴などで体を温める事で免疫を高める事につなが	 

ってとても良いです。	 

急に立ち上がると立ちくらみを起す事がありますので氣を付	 けて下さい。汗が大

量に出た際は天然塩、またはビオソルトを舐めて下さい。	 	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 	 

Q.薬、サプリメント、ピルを飲んでいます。	 	 

A.ファスティング中はこれらの服用をなるべく控えて下さい。	 サプリメントに関

してはファスティング終了後３日目以降に再開して下さい。ピルに関しては服用

しながらファスティングしても問題ありません。	 	 



------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 	 

Q.月経中でも平気ですか?	 	 

A.特に問題はありませんが、むくみやすくなり、水を抱え込もうとする為、体重

計	 の数値は減りにくい傾向にあります。	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 	 

	 

	 

Q.ファスティング後、お酒、コーヒー、お菓子などの嗜好品をいつから摂れます

か?	 	 

A.コーヒーは回復食	 1	 日目から飲んでも大丈夫です。	 ファスティング後は細胞

の吸収率が良い状態になっています。 お酒は回復食	 3	 日目あたりから徐々に摂

り始めても構いませんが、いつもより酔い	 やすいので量には気をつけて下さい。	 

スイーツ系などの砂糖菓子は悪玉菌、ウィルスの一番の好物なのでなるべく食べ

な	 いようにするのがベストですが	 3	 日目以降が理想です。	 	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 	 

Q.あまり体重が落ちません、筋肉量が減りました。	 

	 A.ファスティングによる脂肪燃焼効果は「レプチン」という脂肪燃焼ホルモンや、	 

その他のホルモンに関係があります。脂っこい物をよく食べる、ビタミン、ミネ

ラ	 ル不足、スイーツ、スナック菓子を好む方はホルモンが乱れやすいです。	 	 

	 

①ビオソルトを入れた半身浴で汗を出す。	 

②ウォーキングなどの有酸素運動を行う。	 

	 

と落ちやすくなります。２回目のファスティングまでに	 DHA	 サプリを摂ると脂肪

燃焼ホルモンが整い２回目は脂肪が良く落ちます。(間隔は	 ２ヶ月以内)	 	 

	 



※ファスティングで落ちる体重は、脂肪が多く、筋肉と脂肪は体積が倍近く変わ

るので通常の筋肉が落ちるダイエットと見た目がかなり違ってきます。	 また、普

通のダイエットと比べ筋肉が少ししか落ちないので基礎代謝、体力の減少	 も抑え

られ、健康的にダイエットができます。	 

	 ●水の摂取に比べ排出が少ないと数値が変わらないことがあります。ルイボステ

ィ	 ーを飲むと利尿作用が高まり、水がすぐに抜けていきます	 	 

●甲状腺機能低下している場合は落ちにくいです。	 特に糖質制限を長く行ってい

た方には要注意です。判断は血液検査しかありません。	 ファスティング後にアミ

ノ酸、水素、DHA、ビタミンCなど摂って機能を整える事	 ができます。	 	 

●体組成計で体脂肪や筋肉量を量るとおかしな数値になります。	 脂肪は水を含ま

ない為、体内の水分量が少ないと脂肪と判別されます。	 体組成計はインピーダン

ス方式といって、体内に電流を流し、電流の戻りを測定し	 て統計データを元に判

定します。ファスティング中は塩分、カリウムの摂取が少ないので細胞内に水が

少ないため、普段より電流を流さないことで脂肪と判別されるだけですので体組

成計は目安程度に考えてください。風呂に入る前と、風呂に入った後で計測する

と数値が変わります。	 

	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 

	 Q.リバウンドしないでしょうか？	 

A.	 ファスティング終了後、炭水化物、糖質を控えるともう少し落ちます。	 その

後、１週間〜２週間は揚げ物、スイーツなど高脂質食を避け、野菜、穀物少量、

植物性タンパク質を中心にと入れていくことでリバウンドを防ぐことができます。	 

糖質の摂り方は非常に重要になるので、ここを気を付けましょう！	 

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------	 

	 Q.次のファスティングまでにどの位の期間を空けると良いですか?	 

 A.目的にもよりますが、３週間ほど空けると良いです。脂肪燃焼が目的の場合、

単純に２週間続けてファスティングするより、７日間×２として行ったほうがダ



イエット効果があるとも言われています。デトックス目的の場合は月に１回また

は２〜３ヶ月に１回すると定期的にデトックスすることができます。	 

	 	 

Q.生理の周期が乱れました(早くなった、遅くなった) 	 

A.	 女性における生理や排卵、男性の精子の働きにはレプチンというホルモンが

関係しています。レプチンは脂肪細胞から分泌され、食欲をコントロールする働

きがあります。	 太ってる人はレプチンが大量に出ますが、レプチン感受性ができ

ており、食欲を制限することができません。しかし、レプチン感受性はファステ

ィングと運動により改善することができることがわかっています。	 

また、最近の研究でレプチンは性ホルモンに影響があることが分かっています。

ファスティングによってレプチンの分泌量が変わることから、生理にも影響を及

ぼすということです。	 

脂肪が少なく痩せている女性に生理が乱れる人が多いのはレプチンが少ない事が

一つの原因でもあります。	 

	 

ファスティング中は脂肪燃焼が促進される事でレプチンの分泌が高まり、性ホル

モンに変化が起きる事で普段と違って生理が早く来たり、遅くなったりします。

これは一時的なものなので安心して下さい。	 	 

心配な方は準備食、回復食期間に魚に多く含まれる脂である	 DHA	 をサプリメン

などで摂る事でレプチンの働きを整える事ができます。 (スーパーオメガ３がオ

ススメです。)	 	 

	 

Q.ファスティングは妊活にも効果的なのでしょうか？	 

A.	 妊娠には細胞内のミトコンドリアを活性化させることが必要です。ミトコン

ドリアの活性化によって人間はエネルギーを生み出せるようになります。妊娠し

にくい方はこのミトコンドリアが少なく、エネルギー不足のため、着床できない

原因になってしまいます。	 

このエネルギーを生み出すミトコンドリアを増やすには、腸内環境を整えること

が重要です。そして、ファスティングを行うことで圧倒的なスピードで腸内環境



を整えることができます。	 

また、ファスティング中に行う有酸素運動により、さらにミトコンドリアを活性

化させることができます。	 

また、オススメなのは女性だけなく男性も一緒にファスティングすることです。

現代人の精子は５０%〜８０%は奇形というデータも出ており、原因は添加物やジ

ャンクフードの食べ過ぎにあると言われています。	 

互いにファスティングすることで妊活の効果も倍増しますし、何より産まれてく

る赤ちゃんにも好影響を及ぼします。	 

女性にとって最大のデトックスは出産。お母さんの体が添加物などで汚れている

ことで出産時に子供に流れ、アレルギーや障害を引き起こす原因になっています。	 

出産前に一度ファスティングしておくことは「産まれてくる子供を守る」という

ことにも繋がります。	 

※※妊活でファスティングを取り入れたいという方は、通常時のファスティ

ングとやり方が異なるので、一度ご相談ください。※※	 

また、妊活について男性に相談するのは…という方もご安心ください。	 

断食の指導資格を持つ、ファスティングのプロの女性スタッフが対応いたします

(^^)	 

お問い合わせはこちら→http://fasting-food.com/question-inquiry-form/	 

「妊活について	 コンサル希望」	 

とタイトルに入れて、女性スタッフ希望の場合はその趣旨をお伝え下さい。	 

	 

【最後に】	 

長らくファスティングについて説明をしてきました。このファイルを読み、ワク

ワクしてきたでしょうか？	 

このワクワクは非常に大事です。	 

ファスティングするとハッピーホルモンが３日目から分泌され、心も体も軽くな

ります。	 

人間ワクワクしている時ほど、良いアイデアも浮かぶものです。	 



このファスティング期間を通して、	 

「仕事に集中するもよし」	 

「ゆっくり風を感じながら感性を磨くもよし」	 

	 

それぞれのファスティングライフを過ごしてみてはいかがでしょうか(^^)	 

	 

	 

【有料カウンセリング受講者へ】	 

上記の内容を読んでみてわからないことがありましたら、ご気軽にご連絡くださ

い。ざっと内容をPDFにてお伝えしましたが、再度お伝えしたい回復食のポイント、

本断食の好転反応の見分け方などがあります！一度、お電話できる方は３０分ほ

どカウンセリングをしてからスタートになりますので、日程が決まりましたら一

度ご連絡ください。	 

	 

また、ファスティングによって好転反応が出てビックリすることがあると思いま

す。上記の内容でも十分に対応できますが、不安からくる反応もあります。そん

な時は一人で悩まず、遠慮無くご相談ください!	 

	 

しっかりサポートしますので、楽しくファスティングを成功させましょう！	 

	 

断食指導者	 

城本拓実	 

	 

ブログ：fasting-food.com	 


