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こんにちは、トッシーです！

このレポートは、あなたが『3 ヶ月で 5kg痩せるため』の戦略シートになります。

この戦略シートに書かれているスケジュール、運動メニュー、食事内容を実践することで、

あなたが確実にダイエットに成功することができます。

ダイエットは、ただやみくもに行っても、成功することはできません。

しかし、目標達成までの戦略を細かく設定することで、

あなたがダイエットで失敗するリスクが、限りなく”ゼロ”にすることが可能となります。

なので、ぜひこの戦略シートをフル活用して、

あなたのダイエットの精度を上げて、最短最速で成功してもらいたいと思います^^

さぁ！準備は整いました！

用意はいいですか？

それでは、あなたの人生が変わるダイエット戦略を紹介していきましょう！
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１．まずは目標体重を設定しよう！
ダイエットにおいて、まずはあなたが、

「何 kg 痩せるか？」ということを明確にしなければいけません。

そこで、まずは目標体重を設定していきましょう。

もし自分は何 kg やせたらいいのかわからないというならば、

次の計算式で目標体重を設定していきましょう！

計算自体はとても簡単ですので、すぐに計算できますよ^^

【まずは簡単な計算から】

【あなたの身長に対してのベスト体重の計算式】

あなたの身長(㎝)ー 110＝あなたのベスト体重

例えば、僕の場合で計算していきましょう。

僕の身長は 161㎝(僕は低身長男子なんです)ですので、

この式に当てはめると

１６１－１１０＝【50kg】

という計算になります。
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もっと細かく計算したければ、以下の計算式に当てはめていくのもいいでしょう。

※ただし、この計算は、体脂肪率 10%で考えた場合の計算です

男性：(身長下２桁×０．９５)kg

これに当てはめると、僕は身長が 161㎝なので、

61×0.95＝57.95kg

という計算になります。

また女性の場合だと、

女性：(身長下２桁×0.8)kg

という計算式になります。

女性の理想は、身長の下 2 桁が理想と思われます。

※ただし、女性の場合は、体脂肪率 20%で考えた場合の計算です

女性の体脂肪率 20%は、男性の体脂肪率の 10%に相当する値だからです。
では、目標体重の設定も完了したので、

いよいよ具体的な戦略を見ていきましょう。
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この戦略シートは

・1ヶ月ごとのダイエットスケジュールに分けられている

・運動内容(1 ヶ月ごとに分けている)

・食事内容

この 3 点から戦略を立てた内容になっています。

これを読めば、

・確実に効果を出せる具体的なダイエット戦略が学べる

・食事管理を実際に自分で実践して、ついでに栄養学も学べる

といったスキルが、あなたにも身に付けることができます。

これを読んで、ダイエットの戦略の立て方はもちろん、

体重や体脂肪率のコントロールの仕方を学んでいきましょう^^

では始めていきましょう！
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2.どのくらいのペースで体重を落としていけばいいのか？

目標体重は設定できました。

では、目標達成のために、どのくらいのペースで体重を落としていけばいいのか？

例をあげて計算していきます。

目標：5kg減量(3 ヶ月で達成する)

5kg÷3 ヶ月＝約 1.6kg←1 ヶ月に減量するノルマ

1 ヶ月を約 4週間で区切って計算すると

1.6kg÷4＝0.4kg(1 週間)

3 ヶ月で 5kg落とすとなると、1 ヶ月で約1.6kg、1週間で0.4kg のペースで減量し
ていけば、目標達成ですね◎

このように、細かく数値を設定して目標までの道を明確にしていけば、何だか減量が簡単
に見えてきませんか？

1週間で 0.4kgなら、何とか減らせそうですよね？

ダイエットは、数値を設定して実行すれば、確実に成果を出せるようになります。

だから、ダイエットに戦略的な考えを取り入れることはとても大事なんです^^
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3．最初の 1 ヶ月は、とにかく『減量』

最初の 1ヶ月は『減量』がメインの目的になります。

それは、体脂肪を落としていくことです。

そのために行う運動は、『筋トレ＋有酸素運動』の王道のやり方が最適です。

このやり方を上手く取り入れたものがあります。

それは『エクササイズDVD』です。

まず 1 ヶ月目は、エクササイズ DVD を使って運動をしていきます。

なぜエクササイズ DVD を取り入れるのか？主に 2 つの理由があります。

①運動することに体を慣れさせるため

②エクササイズDVDは 筋トレと有酸素運動を交互にやるプログラムになっているため

この２点が主な理由です。

いきなり激しい筋トレとかを始めると、必ず挫折してしまいます。

コチラの記事も参考にしてみてください↓
https://araki01.com/diet/weight-loss-period/

なので、まずは焦らず、ダイエットのメニューをこなせる体を作り、体脂肪をどんどん落として
いきましょう^^

次は、運動スケジュールを紹介していきますね。
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ダイエットスケジュール(1 ヶ月目)
では、僕が実際に DVD で行っていたダイエットスケジュールを例に、あなたのスケジュールを
組んでいきます。

DVD は僕が 25kg 減量に成功した『ビリーズブートキャンプ』を利用した例になります。

月曜日：基礎編(約 50 分)

火曜日：基礎編(約 50 分)

水曜日：応用編(約 55 分)

木曜日：応用編(約 55 分)

金曜日：腹筋編(約 40 分)

土曜日：腹筋編(約 40 分)＋最終プログラム(約 30 分)

日曜日：休養日

先ほども言いましたが、エクササイズ DVD は筋トレ＋有酸素運動を交互に行うようなプ
ログラム構成になっていますので、あなたが運動メニューを考える手間が省けます。

なので、始めの１～２週間は、ひたすらこのメニューをこなして、体が運動することに慣れる
ように仕上げていきましょう。

3 週目から、はじめに 10 分ほど軽い筋トレをして、代謝を上げてから DVD を始めていく
と、さらに脂肪燃焼を促進させることができますよ^^
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1 ヶ月目の食事内容
最初の 1 ヶ月目は、とにかく減量が目的でしたね。

なので、食事も『糖質制限』をメインにした食事管理が必須になってきます。

目安は、『糖質 1日 60g まで』を目標にします。

例として、1 日 3 食の場合は以下のような感じにしていきます。

朝：ゆで卵 2 個、プロテイン

昼：普通の食事内容で o.k(できれば定食みたいにバランスが取れたもの)

夜：鶏の胸肉を茹でたもの、野菜サラダ、汁物、納豆、冷奴

朝は基本は糖質を摂らなくても大丈夫です。

仕事や日常生活で使われるエネルギーは主に『脂質』です。

糖質がエネルギーとして使われるのは、スポーツなどの激しい運動をした時です。

なので、朝は糖質よりもたんぱく質と脂質を摂るようにしていきましょう。

ちなみに、ご飯 1 膳の糖質は 55g前後です。

つまり、糖質はできれば昼間に摂る感じにした方が、ダイエットには効果的です。

夜は基本は糖質は摂らないようにして、その分たんぱく質を多く摂るようにしてください。
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2か月目は筋肉の量を増やして代謝アップ！
1 ヶ月の減量期を過ぎたところで、あなたの体は運動することに慣れた状態になってます。

さぁ、ここから本格的に筋トレをして、筋肉の量を増やして代謝をさらに上げていきます。

なので、トレーニングメニューも、筋トレの割合を増やした内容になってきます。

ここで、エクササイズ DVD は、とりあえず終了です。

では、トレーニング内容はどうなっていくのか？

それは以下になります。

筋トレ：プリズナートレーニング

有酸素運動：HIIT(高強度インターバルトレーニング)

この 2つのトレーニング方法を取り入れていきます。

でも中身は、『筋トレ＋有酸素運動』に変わりありません。

筋トレ＋有酸素運動の応用編と思ってくれていいです。

ちなみに、プリズナートレーニングと HIIT トレーニングの解説はこちらを参照してください。

プリズナートレーニング→https://araki01.com/diet/prisonertraining/

HIIT トレーニング→https://araki01.com/diet/hiit-training/
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ダイエットスケジュール(2 ヶ月目)
では、プリズナートレーニングと HIIT を組み合わせたトレーニングスケジュールを紹介していき
ます。

月曜日：プリズナートレーニング(腕立て)2 セット＋HIIT

火曜日：プリズナートレーニング(腹筋)2 セット＋HIIT

水曜日：プリズナートレーニング(背筋)2 セット＋HIIT

木曜日：プリズナートレーニング(スクワットとレッグレイズ)2 セット＋HIIT

金曜日：プリズナートレーニング(腕立て)2 セット＋HIIT

土曜日：プリズナートレーニング(スクワットとレッグレイズ)2 セット＋HIIT

日曜日：休養日

これで 1 日のトレーニング時間は 30分以内に収めることができます。

なので、忙しいあなたでも毎日続けることができるスケジュールになってます。

ちなみに HIIT トレーニングの動画はこの方の動画がおすすめです^^

何せ、実況が面白い(笑)

僕もこれで HIIT トレーニングをしてますよ◎

【フィットネスメイト fitness mate 】↓
https://www.youtube.com/channel/UC_x_e-SGSU-basLUFOQ6FJA 

【プリズナートレーニングの解説動画】
https://www.youtube.com/channel/UC589EwGPYT1bGBEQzgde-7Q 
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2 ヶ月目の食事内容

2 ヶ月目の食事は、少し糖質制限を緩くしていきます。

というのも、筋トレ後には、プロテインなどを飲んでたんぱく質を補給するのですが、

その時に糖質も摂取した方が、たんぱく質を効率よく吸収できるようになるからです。

また、この時期は特にたんぱく質不足にならないように注意しなければなりません。

なので、それを踏まえての食事内容の例はこんな感じになります。

朝：ゆで卵 2 個＋プロテイン

昼：玄米 1 膳(おにぎり 1 個でも o.k)、サラダチキン、サラダ

トレーニング後：プロテイン＋炭水化物(バナナ 1 本など)

夜：魚(サバ缶)or 鶏肉(茹でたもの)、サラダ(主に緑黄色野菜が望ましい)

◎避けた方がいいメニュー

パン、パスタ、揚げ物、砂糖、ジュース、アイスクリームなど

◎積極的に取り入れたいメニュー

サラダチキン、ゆで卵、サバ缶、ツナ缶、ナッツ類、ブロッコリー、キノコ類、
果物(リンゴやバナナ)、サツマイモ
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3 ヶ月目は筋トレを増やして最後の追い込み！

3か月目は、最後の追い込みをする意味でも、筋トレの量をさらに増やして、

その上で、HIIT と有酸素運動を組み合わせたトレーニングをしていきます。

この頃になると、体が痩せやすい体質に変化しているので、

一気に体を変化させて、ゴールまで全力で駆け抜けていきます！

ここまで来れば、もうゴールは目の前です！

食事内容に気をつけながら、一気に突っ走って、ダイエットを成功させましょう^^

場合によっては、ファスティング(断食)を取り入れた"1 日 1食”のスタイルにチャレンジしてみ
てもいいかもしれません。

ただし、自信がなければ無理にしなくてもいいです。

普段通りのメニューでも十分結果は出せます◎

トレーニングメニューは、筋トレを増やした内容にしていきます。

さらに、HIIT と別の有酸素運動を追加して、さらに脂肪燃焼を促進させていきます。
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ダイエットスケジュール(3 ヶ月目)

月曜日：プリズナートレーニング(腕立て)3 セット＋(背筋)2 セット＋HIIT＋有酸素運動

火曜日：プリズナートレーニング(腹筋)3 セット＋(スクワットとレッグレイズ)2 セット＋HIIT

水曜日：プリズナートレーニング(背筋)3 セット＋(腕立て)2 セット＋HIIT＋有酸素運動

木曜日：プリズナートレーニング(スクワットとレッグレイズ)3 セット＋(腹筋)2 セット＋HIIT

金曜日：プリズナートレーニング(腕立て)3 セット＋(背筋)3 セット＋HIIT＋有酸素運動

土曜日：プリズナートレーニング(スクワットとレッグレイズ)3 セット＋HIIT

日曜日：休養日

この内容がきつい場合は、HIIT＋有酸素運動の割合を週 3 のペースに減らしても大
丈夫です◎

筋トレも 2 種類を組み合わせた内容にしていますので、無理をしないようにあなたのペース
でコツコツやっていきましょう^^

キツければ、セット数を 2 セット以内に抑えて、回数も 10~15 回で限界を迎えるくらいの
負荷で行うようにしてきましょう。
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3 ヶ月目の食事内容

基本的には、2か月目の食事内容とほぼ変わらない内容で構いません。

一番気をつけなければいけないのが、たんぱく質不足です。

たんぱく質の 1 日の摂取量の目安は、

【体重×たんぱく質１～２g＝1 日の摂取の目安量】

で計算します。

例えば体重が 60kgなら、たんぱく質は 60～120g を摂取することが理想です。

計算が苦手な場合、とにかく 20g以上は摂るという事を意識するだけでも構いません。

一方、脂質もある程度抑えなければいけません。

主に脂質の量は、1 日 10g以内に抑えるようにすることが理想です。

ちなみに脂質を 20g以上摂ると、顔にニキビが増えたり、体に影響が出てきます。

基本は糖質制限を心掛けて、1 日 40g以内にしましょう。

ここまでくれば、食事制限も楽に行えるようになっているはずです^^
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4．食事内容
では最後に、ダイエット中の食事について、もう一度おさらいしていきますね。

なぜなら、ダイエットは【運動：食事＝１：９】と言われているくらい、食事内
容が結果に大きな影響を与えるからです。

じゃあ、どんなものを食べたらいいのか？僕の例を紹介していきますね^^

僕が減量期に食べているものは、以下のものに限定してます。

【僕がダイエットの時に食べているもの】
・豆類(納豆含む)
・豆腐
・無調整豆乳
・ゆで卵
・さつまいも
・プロテイン
・胸肉
・サバ缶
・バナナ
・ブロッコリー
・パプリカ
・キャベツ
・玄米 or オートミール
・海藻類
・キノコ類
・オリーブオイル

基本はコレを食べているだけで、この中からいろいろ組み合わせて 1 日の食事内容を決め
ています。

それに結果も出るし、日々の献立をいちいち考えなくていいので楽です(笑)
あと、特典でお渡ししている僕の料理レシピ集も上手く活用していただければと思います。
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また、こちらの「たんぱく質と炭水化物の黄金比」という記事も勉強になります。

合わせて読んで、あなたのダイエットのパフォーマン向上に役立ててみてください^^

【肉体パフォーマンスを高める「炭水化物」と「タンパク質」の黄金比率】

 https://www.morinaga.co.jp/protein/columns/detail/?

id=2&category=muscle

僕のおすすめプロテインも紹介しておきます^^

【ゴールドスタンダード　ダブルリッチチョコレート味】

こちらのプロテインは、泡立ちも少なく、非常に飲みやすいのでおススメです^^
【1kg　3,610円】https://jp.iherb.com/pr/Optimum-Nutrition-Gold-Standard-100-Whey-Double-
Rich-Chocolate-2-lb-909-g/27497 

他に自分が飲みやすいプロテインがあれば、メーカーなどは変えてもいいです◎
飲みやすさでいえば、僕の中ではこれが 1 番でした^^

こんな感じで、食事管理は特に気を使ってもらえればと感じます。

食事をしっかり管理できれば、自然と栄養面の知識も身につくので、一石二鳥です。
これを機に、どんどん健康的な体にしていってくださいね^^
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～ダイエットで人生を変える冒険に出よう！～
さあ！これであなたはダイエットに関しての戦略、戦術は身に付けられました。

それに、この戦略シートという地図も手に入れたので、途中で道に迷うこともなくなります。

ということは、あとはやるだけ状態ですね！

準備は整いました！あとはあなたがすぐに行動に移すだけです！

この戦略シートを活用しながらダイエットをしてけば、3 ヶ月で 5kg 減量も夢ではありません。

しかし目標達成の途中で、何回も辛いことが起きる可能性もあります。

それでも、1 ミリでもいいので前に進むようにしてください。

そうすれば、必ずあなたはダイエットで成功できます！

さあ!今からはじめの一歩を踏み出しましょう！
そうすれば、ダイエットの力であなたの人生が変わっていきます！

あなたのダイエットが成功することを心から願っています。

トッシー
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～おまけ～
もしこの戦略シートを見ても、やる気が起きない、イマイチやろうと思えなかった場合、

こちらの本を見ればダイエットのメリットも理解できるはずです。

これはぜひ手元に置いておいてほしい一冊です↓

◎筋トレが最強のソリューションである　【1,320円】
(https://amzn.to/3eYMS95  )  

19

https://amzn.to/3eYMS95
https://amzn.to/3eYMS95

	【肉体パフォーマンスを高める「炭水化物」と「タンパク質」の黄金比率】

