
ママの為の美乳メソッド

お風呂おっぱサイズ



（注意事項）

ワークショップのテキストの転写・公開は禁止致して
おります。
実践編の「おっぱサイズ」はご自身が活用いただく
以外での、使用を禁止致しております。
おっぱいＷＳが開催できる方は、プロフェッショナル
おっぱいマイスターの認定資格をお持ちの方のみにな
ります。

ホームページ ： http://feelcareop.biz

メール ： info@aiiikufeelcare.biz

この動画をご覧になっただけの方は他の人におっぱサイズを教える事は出来ません。なぜかと言
うと、やり方伝え方を間違えてしまうと。逆の効果をもたらす事があるからです。例えば、クー
パー靭帯を傷つけおっぱいが下がってしまったり、胸の内側の乳癌の誘発部位を必要上に触り炎
症が起きたり…などです。おっぱサイズをしてはいけない人、時期もありますので、きちんと資
格講座で12時間学んだ方のみ、人に伝えることが出来るようになります、興味のある方は是非協
会ホームページからプロフェッショナルコースの概要をご覧下さい

http://feelcareop.biz/


全ては、子供達に引き継ぐ世の中が今より
女子疾患で悩む女性が減る世の中にする為に…。

その為に「女性性との付き合い方」「生理痛や不妊を減らす為の生活習慣」
「女性特有の病にならない食生活」を身に付けた母親を世の中に浸透させたい！

協会理念である「子供達に繋ぐ世の中を今より生理痛、乳癌、不妊症といった女性疾患が減る世の中に変えていく事を使命に、母親世代に身体を守る知識を
広げていく活動を続ける」



母親は家族の太陽

アナタが心身共に健やかで
いる事が、家族の心身を守る事
に繋がります。

子供達に引き継ぐ世の中を、今より乳癌、
不妊、生理痛で悩む女性が少しでも少な
くなっている時代に変えていきたい！！

feel careおっぱいマイスター協会は
その様な想いで活動をしている協会です。

お母さんが風邪をひいて寝込むと、それだけで家の中が暗くなりま
すよね？

乳癌の早期発見が出来ずに早く母親を亡くした家族は、なんで早くに気づいてあげ
られなかったのだろうと自分を責めます。そうならない為にも自分の健康を保てる
親をふやしたい、そして、



母親が変われば、子供も変わる！

精神衛生（メンタル）

母親が自分を後回しにせず、心身共に

健やかで、夫婦円満である事はで子供達は

幸福感で満たされ、大人になる希望を

持てるようになります。

「夫婦円満は最高の子育て」と理事長がいつも言っているのです
が、夫婦が仲が良い事で子供の心が健全に育ちます！そして両親
が満たされた関係であることで家庭が明るくなります。

産後クライシスや女性性マインドのセミナー
がこの部分になります。



おっぱいを通じて
外見と内面を輝かせる
女性を増やしたい！

女性にとってのアイデンティティである

胸を綺麗にする事から、自身の体や心と

向き合い健康な心身を手に入れ、次世代に

繋げる女性を増やしていきます。

外面美容

協会会員さんには乳癌家系の方が多いです、乳癌家系の人は自分もいつか…
という不安が付きまとい、本来なくていいシコリを探す作業である乳癌のセ
ルフチェックが怖くてできません。
そして、早期発見が出来なかった方も多くいます。そうならない様に「美乳
を作る」と言うプラスの思考で毎日おっぱいに触れる習慣を身に付けていた
だき、早期発見が出来る人を増やしながらも美乳になれるメソッドを！とエ
ステティシャン歴20年の理事長が考案したメソッドです。おっぱサイズで乳
癌の早期発見できた方も実際に何名もいます！

今回受けていただくおっぱサイズが、外面美容
の部分になります！



乳癌や不妊と言った

女性疾患は8割が食生活

や生活習慣から！

内面美容

日々、口にするものが未来の体を
作り、生活習慣が未来の病気を防げ
る免疫力を作り上げます！

親の食生活や生活習慣が子供受け継
がれていきます。

食生活や、生活習慣の事です

ファミリーコースで自分自身や家族の未来の体を守るため
の食の知識を東洋医学の陰性、陽性の食の観点からお伝え
しています。

例えば…白い豆腐は体を冷やす陰性の食べ物ですが、体を
温める大豆を発酵させた味噌と混ぜ、味噌汁にする事で体
を温める陽性になります！このように日常で使える知識が
身に付けられますので
興味がありましたらそちらお受けくださいね。



【ふんわりおっぱい】は
世界を救う？！

女性のシンボルでもある「おっぱい」

柔らかな曲線が女性らしさを醸し出すのは

勿論、その柔らかさは女性の健康のバロメー
ターでもあります！

女性ホルモンが作り出されている、卵巣や子宮
と深い関係にある「おっぱい」

この「おっぱい」がふわふわで柔らかくないと

「冷え」「生理不順」「不妊」「子宮の病」
「乳癌」などに繋がります・・・。

－１－

おっぱいは見える女性ホルモンと定義されるほど、
子宮と密接した関係で、両方とも女性ホルモンの受容器官
という事をこのスライドでは頭に入れておいてください



おっぱいと子宮の関係性って？

～3～

乳腺は、出産経験の有無にかかわらず、女性なら
誰でも持っています。この、乳腺は女性ホルモン
エストロゲンの分泌量が増えると発達します。

毎月来る生理、エストロゲンの分泌量が増える

時期は、乳房が刺激され張りが出ます。

更には、出産されたことがある方でしたら、経

験されている、産後の母乳育児。

これも、おっぱいを赤ちゃんにくわえさせること
で、子宮収縮がされる事に繋がります。

この様に、改めて振り返ると、おっぱいと子宮の
関係性に頷く方もいらっしゃるのではないでしょ
うか？ －2－

子宮とおっぱいはダイレクトに繋がっているので
産後すぐに赤ちゃんがおっぱいを吸うと子宮が
いたくなるのと同じように、子宮にトラブルが
ある人はおっぱサイズをし子宮に違和感を覚え
る事もあります。実際に病院に行き、子宮の病を
早期発見をされた方も何名かいらっしゃいます。

なので、普段大丈夫だったのに急に違和感を
かんじたりしたら
早めの受診をおススメいたします！



おっぱいは唯一ふれる事が出来る女性ホルモン！！

現代人はパソコンやスマホを見る機会が多いのでどうしても猫背に
なりやすいです。猫背になると方が前に入ってしまい、見た目も美
しくないですしおっぱいもたれてしまいますので、姿勢を気を付け
る事も美乳になるには大切になってきます。

おっぱいは乳腺と言う細胞を保護する
ために、殆どが脂肪からできています

首・肩・背中・など、おっぱいの周り
には血液やリンパ液の循環と密接な
関わりがあります。

－3－

首から肩甲骨の周辺にかけてある筋肉は全て体の前面にある筋肉に繋がっているので、
ここの筋肉が血行不良になってしまうと、おっぱいを支えている大胸筋や小胸筋の働き
が衰えて、おっぱいがどうしても支えられなくなって垂れてしまいます。

http://trendnews-omoro.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_1ea/trendnews-omoro/stitle4-img1.jpg


女性ホルモンの状態は目で見る事
が出来ませんが、おっぱいの状態
を見る事で、女性ホルモンの働き
を知る事が出来るのです！！

おっぱいや子宮・卵巣がある事で
生理が起こり、身体が浄化され、
免疫力が強化されると言う男性に
はないメリットが女性にはありま
す。

－4－

おっぱいと子宮は繋がっている！！

アナタも生理でお悩みの事があるようでしたら、ぜひ、このおっぱサイズを続けてみて
下さい！今まで参加された方達もおっぱサイズを1-2年続けたことでおっぱいが整い徐々
に生理痛が緩和したり、生理の周期が安定し始めています。それだけおっぱいと子宮が
繋がているという事ですね！※自分の体験や変化を語る



アナタのおっぱいは柔らかくて

温かい？それとも硬くて冷たい？

乳房は脂肪の塊なので、筋肉が
生み出す熱がなかなか伝わりに
くい部位。

乳腺や乳房内の脂肪下には、乳
房全体を覆う大きな筋肉・大胸
筋がありますが、乳房が冷えて
いると大胸筋も硬くなり、弾力
を失ってしまうのです！！

－5－

自分のおっぱいを鏡で見たり触ったりされていますか？

自分の胸を綺麗にしたいのであればまず、「自分の胸の現状を知る」
これが1番大切になりますので、出来たら、友達、家族のデコルテの
部分だけでも触らせて貰い自分とどう違うかを確認してください



・全身の血液やリンパに滞りがなく循環して
いて代謝が良く女性ホルモンのバランスが
取れているとおっぱいは弾力があるふんわり
おっぱいなります。

・子宮が冷えている生理不順・卵巣トラブル、
ＰＭＳなどトラブルが有る時はおっぱいは
冷たく硬くなります…。

おっぱいを揺らすことで女性ホルモンのバランスを整えて不調の改善を
促していきましょう！！その為に当協会では、体が温まっている時に行う

お風呂おっぱサイズを提唱いたします💛

－6－

実際に生理痛やPMSが激しい人は、おっぱいを揺らすと脇や胸が引きつれたように痛いと
言う方が多いです、そして、その様な方はお腹周りも胸も冷たい方が多くおっぱサイズを
続けていただく事で温かくなり不調が緩和します。



＜何故、おっぱいは
垂れてしまうの？＞

•

•

～～

産後や授乳後バストが垂れる原因は「乳腺」

妊娠中、出産後は、女性ホルモンが通常の

数十倍も分泌され胸が大きくなります。

よく「妊娠中は胸が大きくなる」「産後の授乳
中に胸が大きくなる」などの話がありますが、
これが、その理由！！

妊娠で女性ホルモンの分泌が増え、乳腺が大き
くなることで、おっぱいの大きさは上がります
が、おっぱいが重くなることでおっぱいを支え
ているクーパー靭帯に負担がかかってしまうの
です！ ー7ー



クーパー靭帯に負担がかかると、伸びたり
切れたりする危険性があり、そのままに
しておくと、クーパー靭帯はますます伸びす…。

普段よりも重い乳房を支えていることで、
クーパー靭帯に過剰な負担がかかり、伸びて
しまうことでおっぱいが垂れてしまいます。

クーパー靭帯だけでなく、乳房が大きくなると
それに伴い皮膚も伸びてしまいます。
結果的に垂れおっぱいになって、皮膚が伸びて
いることもありキメの無い肌になってしまいます。

－8－

妊娠中はお腹とおなじようにたっぷりと胸にもクリームをつけていただく事で肉割れ
や皮膚の急激な伸びを防ぐことが出来ます！1度入ってしまった肉割れの白いせんは消

えないので、保湿する事をおススメいたします。他にも、妊娠に変化する乳首の色やブ
ツブツを授乳後早くなくすことにも繋がったり、授乳中のちくびのキレを予防する事
に繋がります。



授乳が終わり、大きくなった乳房が元の
大きさに戻り、それに伴って胸の脂肪の
量も減っていきます。

脂肪がなくなり伸びきった皮膚がそのまま
になり、元々乳房が大きかった女性は垂れ
やすくなります。

デコルテのハリがなくなるのもこれが
原因です。

授乳中は赤ちゃんに乳首を引っ張られてい
ることもあり、下向きに垂れ下がってしま
うのも原因の１つです。

－9－

赤ちゃんに授乳をするときの姿勢は大きく
おっぱいのタレに影響してきます。

授乳後も美乳を維持するために1番大切なのは、
卒乳の仕方と授乳の姿勢になります！

この美乳を維持する為の授乳の仕方、姿勢、卒乳の仕方
に興味のある方は
ファミリーコース、プロフェッショナルコースで
詳しくお伝えしていますので、
是非ホームページから概要をご覧ください！



35歳になると20歳のころに
比べて、平均５cmもトップ
の位置が下る…。

下がるだけでなく、お肉が
脇や背中やお腹に流れて
いきます。それによりおっぱい
の輪郭がぼやけてきてしまいま
す、それを防ぐ為には下着選び
が1番大切になります！

更に！！nightブラがとても下
垂を防ぐ重要なキーを握ってい
ます！！

出産していない女性でも、加齢と共に垂れていく…

20歳 35歳 50歳

－10－

Aカップでも垂れますか？と言う質問をいただくのですが…
当然垂れます。小さいサイズの人は大きいサイズの人の様に位置が下がると言うよりは、
えぐれる感じになります。
わかりやすく言うと、お顔！顔はAカップなどのサイズはないですがやっぱり加齢と共に重力に
逆らえず下がり始めますよね。それと同じでAカップでも年齢共に下がります。



お風呂おっぱサイズの効果効能

おっぱいの周りは首・肩・背中・などの
血液やリンパ液の循環と密接な関わりが
あり、大きなリンパ節がある場所です！

ここの巡りをよくする事が女性の身体を
健やかに変えていきます！

おっぱサイズではこの場所の流れを良く
していき、健康おっぱいを作ります！

毎日の体の洗い方を変えるだけで

体の巡りを良くし、産前の

ふんわりおっぱいを手に入れよう！

－11－



・肩周り・首周りの巡りが良くなる事で、
肩こり・首コリの改善

・顔周りの血行・リンパの流れが良くなり
肌艶がよくり、二重顎も改善する

・流れたお肉がおっぱいに戻る事で、お腹
周り・背中周りがスッキリとする

・おっぱいがふんわりとし、温かいおっぱ
いになる

＜お風呂おっぱサイズの効果＞

・子宮の活動が正常になり生理痛が軽減
する・日数が減る

・女性ホルモンを刺激することで更年期の
予防・閉経を遅らせる事ができる

・授乳中の方は母乳が美味しくなる

・おっぱいの形がよくなる・サイズがアップ

・毎日ふれる事で、乳癌の早期発見に繋がる

－12－



＜おっぱサイズの注意点＞

・生理中

生理1～2日目は、おっぱサイズはお休みして下さい。

生理中はおっぱいが張る人も多いです、これらは

ホルモンバランスの崩れによる現象、おっぱいを

揺らしホルモン分泌を促すと身体が整えようと頑張
り余計にホルモンバランスを崩します。

・妊娠中

妊娠中は乳頭への刺激を与えるのは良くありません。

・癌患者さん

子宮に疾患がある場合活性化するので進行が進ん
でしまう場合もあります。

－13－



＜お風呂おっぱサイズ実践＞

・ハートチャクラぱっかーんストレッチ

胸が閉じているのを開いていき、猫背も同時に改善します。

肩甲骨を寄せて、姿勢を正し、ハートチャクラを開いてい
きます！！

女性ホルモン促進効果もあり、おっぱいの張りや弾力も
アップします！

※左右行います

・血液の流れが良くなるよう、心臓が有る左側から始め
ましょう！！

・お風呂に入りながら、してはいけない日以外は毎日
する事で効果が上がります（１）（２）は朝もすると
顔色が良くなり、むくみも取れます。

－14－

この工程は、毎日でなくても大丈夫です、やるタイミングも自分のやりやすいタミングで
行ってください、※自分の例を出す。

美乳を維持するうえで1番大切な、猫背や巻き肩の改善に繋がります。猫背が改善すると肺が開く
ので、新しい酸素を体内に取り入れやすくなり、逆に老化や癌の原因になる活性酸素を減らす事
に繋がります。



1・壁に体をピッタリとつけた状態で手をあげて、
ゆっくりと、大きく腕を後ろに回してきます。

腰をひねらない様に意識（各５回～１０回）
この時に、脇の下や肩甲骨周りが、しっかり
伸びているかを意識しましょう。

2・手の平をデコルテにしっかりと、添えた状態
で首真上に上げ顎を上に突き出す（各１０回）

左右も同じ様に行う。リンパが流れていく
のを意識しながら、行う事が大切。
首のしわ・二重顎の予防にもなります！！

－15－

壁と体に距離が空かな
いようにしてください。
脇の下のリンパが詰
まっていると痛みを感
じるので、最初は痛く
ない範囲まで回すので
も大丈夫です、つまり
が無くなると徐々に痛
みもなくなり1回転出来
るようになります。

ここでは脇の下、肩甲
骨周りのつまりを無く
すことを意識するよう
にしてください

朝や夜のスキンケア時にすると、課のむくみが無くなります、

二重顎の予防や改善にもなります。

この工程は、耳下腺リンパを流す作業にあるので、耳下から
首筋か伸びている感覚を意識してください。

耳下腺はお顔や上半身の老廃物を出す大きなリンパ節です。



3・体を洗いながら、指先から脇の下に
向かい、リンパを流す（各５回）

この時、1秒に５cmを意識する事で
オキシトシンが分泌し女性らしい体
つきに導けます。

最後に脇の下プッシュする。

4・デコルテを洗いながら、鎖骨の上下を
少し圧を加えながら、脇の下にリンパ
を流し込む（各5回）

最後に脇の下をプッシュする。

－16－

ここからはお風呂タイムで毎日こなうようにしてください！！

脇の下は上半身の老廃物を流す大切な場所です！エステ
や整体でも必ずマッサージの最後にここを押すのはそう
いった理由からです！

押していたい方は老廃物がたまっていますので、痛くな
い強さで押す様にしてください！

ここが痛い状態のままだとおっぱいを育てるために必要
な血液やリンパの巡りが滞るので、毎日続けていただく
事で改善します。

鎖骨が見えない位埋もれている方は、肩こりや冷えがあると思います。
この部分を洗いながらほぐす事で血流が良くなり肩こりも改善し、老
は物のたまらない体になってきます。

それと共に体の巡りが良くなり健康な体になります！

スキンケア時も意識して鎖骨を流すと美肌になります。



5・体をバスタオルで拭く時に前屈みなり、
バスタオルで脇に張り付いた、おっぱいを
剥がし、左側から上に向かい揺らしていく。
右側も同様に最後は両方を持ち上げ揺らす。

※注意点

おっぱいは持ち上げた位置
から、絶対に下げない事！
クーパー靭帯が伸びます。

内側の乳腺は指で刺激しな
い、乳癌を誘発させる恐れ
があります。

必ず注意点を守ってね！！

－17－

体を下に向けて行うと、おっぱいがあげた位置より下がる事がなく
やりやすいです！濡れた手ですると滑りお肉が逃げるのでバスタオルで
脇のお肉をはがしながら揺らしてください！



仕事に知識を生
かしていきたい

知識を必要としている
人に伝えていきたい

プロフェッショナルコース

自分自身の健康の為
に知識を得たい

家族が健康である為
の知識を身に付けたい

ファミリーコース

アナタに合うコースは？ 胸の下垂を改善したい
生理痛や生理不順を直したい
更年期予防をしたい
夫婦円満でいたい
セックスレスを解消したい
妊娠に備えたい
母乳育児を楽しみたい
胸のトラブルを改善したい
乳癌家系だから予防策を知りたい
産後クライシスをまなびたい

女性ホルモンの仕組みを学びたい
乳癌予防策を知りたい
下着選びの知識を身に付けたい
生理痛生理不順の予防策
胸の形を綺麗にしたい
綺麗な胸を維持する授乳の仕方や美味しい母
乳の作り方を身に付けたい
女性性と上手に付き合えるようになりたい
産後クライシスの知識を学びたい
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