
period
 

⽣理のリズムに�わせて

カラダと�に栄�を♡

女性ホルモン専⾨�

⻄�留�

⽣理中は��

⽣理�はタンパク�＆

脂��

⽣理前は

セロトニンUP！
 

67品⽬�材⼀��
プレゼント

バランスの�れた�事は、

元気で��な体に

必�です



�⾙

ヘム ヘム

ヘム ヘム

ヘムヘム

ヘム ヘム

⽣理中のおすすめ�材  

�レバー ⽜⾁

鶏レバー  めざし

�肝

⽜レバー いわし

⽣理中はとにかく⾎を�う�材を♡

��にはヘム�と�ヘ

ム�の２種�があり、

動物性のヘム�は�体

への��率が10〜30％
と�いことが�徴で

す。また、ヘム�は

「ヘム」というたんぱ

く�に�まれた状�の

�で、他の�品と⼀�

に摂っても��を�げ

られないという利点が

あります。

⼀�の�ヘム�は、胃

で��しにくい三価�

から⼆価�に�元され

たのち、⼩腸で��さ

れます。ヘム�に�べ

ると、��率は5％�下
と�いですが、�べ�

によって��率を上げ

ることができます。ま

た、⼀�に摂ると��

率が下がる�品もあり

ますので、正しい知識

と�事の⼯夫が必�で

す。



ヘム

ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⽣理中のおすすめ�材  

カツオ ⼩�菜

マグロ

レンズ�

（�粒・ゆで）

ひじき

（��・ゆで）

�� �揚げ

⽣理中はとにかく⾎を�う�材を♡

��



⾮ヘム ⾮ヘム

⾮ヘム ⾮ヘム

⾮ヘム

⾮ヘム

⽣理中のおすすめ�材  

サラダ菜 あさり

そら�

�菜

ほうれん草

⽣理中はとにかく⾎を�う�材を♡

しじみ



動物性 植物性

動物性 植物性

動物性 植物性

植物性 植物性

⽣理�のおすすめ�材  

⾁�� ��

⿂��

卵

⼤�

⽣理�は女性ホルモンの材料となる

タンパク�と脂�をたっぷりと♡

��

味�

えんどう�

⽣理�は女性ホルモンの材

料となるタンパク�と脂�

を積�的にとり、女性ホル

モンの�泌を助けましょ

う。脂�は油のため、カラ

ダに�いイメージをもって

いる女性も�いですが、良

�な脂�を摂ることは女性

ホルモンUPだけではなく
潤いのある肌や⾎�をサラ

サラにすることにも�立ち

ます。

タンパク�は�間の筋⾁や

��、体内の��に�立っ

ているホルモンの材料とな

るだけでなくエネルギー�

にもなっている必�な栄�

�です。主にアミノ�によ

って構成されています。



植物性 植物性

植物性 植物性

植物性 植物性

植物性

⽣理�のおすすめ�材  

そら� とうもろこし

ブロッコリー

��

�キャベツ

⽣理�は女性ホルモンの材料となる

タンパク�と脂�をたっぷりと♡

そば

バナナ

20種�のアミノ�のうち9
種�は体内で�成できない

ため�事から摂�する必�

があります。これを必須ア

ミノ�、それ��の11種�
を�必須アミノ�と呼びま

す。

動物性タンパク�は�くの

ものが9種�の必須アミノ
�を�んでいますが、⼀�

の�物性タンパク�は不⾜

しているものがあります。

アミノ��体の働きは不⾜

している必須アミノ�のレ

ベルにあわせて制�されて

しまうので、タンパク�を

摂っているつもりでも⾜り

ていなかった、となってし

まうことがあります。

動物性、�物性ともにバラ

ンスよくとりましょう。



さんま

⽣理�のおすすめ�材  

��仁油 いわし

エゴマ油

チアシード

くるみ

⽣理�は女性ホルモンの材料となる

タンパク�と脂�をたっぷりと♡

さば

牡蠣

女性ホルモンはコレステロ

ールを�料としています。

コレステロールは脂�の⼀

つですが、良�な油から摂

ることが重�です。

オススメなのがオメガ3脂
��。

オメガ3脂��は、�物由
来のαリノレン�、⿂�由
来のDHA、EPAの3つの成
�に�けられます。

αリノレン�は、アレルギ
ー��物�を�制したり⾎

圧を下げたり、⾎�予�の

�果もあるので⽣活���

の予�にもなります。

⼀�、DHAは���を活
性�し、��⼒の向上など

の�果があり、EPAは⾎�
をサラサラにする作⽤によ

って動�硬�を�ぐため、

�筋梗塞や虚⾎性���の

予��果が�いといわれて

います。⽣理���にも�

果的です。



トリ

トリ

トリ

トリ

トリ

トリ

トリ

トリ

⽣理前のおすすめ�材  

�� 卵

��

味�

チーズ

⽣理前はトリプトファン＋ビタミンB6＋���物で
セロトニンを⽣成し�々とした気�をやっつけよう�

バナナ

ピーナッツ

ごま

⽣理前の�々とした�状は

セロトニン減�により�こ

ります。⽣理前に�識して

セロトニン��を活性�さ

せてあげることで気�も晴

れてくるでしょう。

セロトニン⽣成にはトリプ

トファン＋ビタミンB6＋
���物の�み�わせを�

�でしっかりととることが

ポイントです�

なぜならセロトニンは�時

間にしっかりと活性�させ

てあげることが重�だから

です。

そこでオススメの��メニ

ューは�下の２点です。

①バナナ

��を�べる��がない�

はまずはバナナ１�を�べ

るようにしましょう。



B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

B6

⽣理前のおすすめ�材  

ニンニク 鶏レバー

マグロ

⽜レバー

鶏ささみ

⽣理前はトリプトファン＋ビタミンB6＋���物で
セロトニンを⽣成し�々とした気�をやっつけよう�

鶏むね⾁

鮭

�レバー

バナナはセロトニン⽣成に

必�なトリプトファン、ビ

タミンB6、���物の�
てを�む優�果物です。

②��ごはん

��を�べる��ができて

きたら、��ごはんに挑戦

しましょう。

個�的には��栄���と

��付けています。

��ごはんにしらす⼲しを

かけるのも、さらにタンパ

ク�を��できてオススメ

です。



炭⽔

炭⽔

炭⽔

炭⽔

炭⽔

炭⽔

⽣理前のおすすめ�材  

ごはん バナナ

パン

��

いも

⽣理前はトリプトファン＋ビタミンB6＋���物で
セロトニンを⽣成し�々とした気�をやっつけよう�

ハチミツ

⽣理周期に�わせて６７種�の�材

をご��させていただきました。

ぜひ、こちらの�材�を活⽤し、

⽣理中、⽣理�、⽣理前と⽣理周期

に�わせて�材を�んでみてくださ

い。

あなたの�⽇が⽣理�やPMSから�
�されて快�でごきげんな⽇々にな

ることを�から�っています♡

ごはん、パン、��を�べ

る時はなるべく精�されて

いない茶�のものを�ぶよ

うにしましょう�

ごはんなら�⽶や��⽶、

パンなら�粒粉パン、�な

らそばなど。


