


バストの土台になる「タンパク質」
になる鶏むね肉の基礎からお伝えします

鶏肉はアミノ酸スコアも高くタンパク質やビタ
ミンが豊富なので、女性ホルモンの分泌に必要
な栄養素を多く摂取できます。

40代以降は女性ホルモンの分泌やバランスが
バストの形に大きな影響を与えます。
女性ホルモンの分泌を促す鶏むね肉をうまく活
用することで内側からもバストケアをしていき
ましょう！



～胸肉が柔らかくなる切り方の基本～
鶏胸肉は切り方で食感が変わります！

鶏胸肉には繊維がたくさん入っています。
火を通した鶏胸肉が硬くなるのは、繊維が
縮んでしまうのが原因のひとつ。繊維の入
り方を知っておくと、料理にあわせて切り
方を工夫することができますよ。

やわらかい食感にしたい場合は繊維を断ち
切り、食べごたえのある食感にしたい場合
は繊維に沿って切りましょう。鶏胸肉は切
り方を変えるだけで、おどろくほど食感が
変わるので、鶏むね肉のパサつき感が苦手
と言う方は、ぜひ切り方を参考にしてくだ
さい！



鶏胸肉の繊維は場所によって入り方が異なるため、3つに
分割すると分かりやすいです。加熱時に硬くなる繊維を断つ
ようにそぎ切りにすれば、自然とやわらかく仕上がります。
炒め物や揚げ物など、幅広い料理にご活用ください。

～３か所に分けて切る～

1. 鶏胸肉を3等分に切る

つけ根の太い部分と、上下を分断するように細い筋の入って
いる部分を切り、3つに分けます。



2. 繊維を断つようにそぎ切りにする

3つに分けた鶏肉の繊維を断つように、そぎ切りにします。
繊維に対して垂直に包丁をかまえたら、包丁をななめに
寝かせ、断面が広くなるように切ります。
ひと口大になるようにそぎ切りにすると、調味料がなじみ
やすく、食べやすく仕上がります。



切り方以外で鶏肉を柔らかく仕上げる方法

＜下味をつける＞

１・そぎ切りにした鶏胸肉にマヨネーズやヨーグルト、塩麹
味噌、砂糖などの調味料をもみ込んで20分以上置く。

下味がつくだけでなくやわらかく仕上がります。
下味をつけた状態で冷凍保存も可能なので作り置きにも便利。



＜魔法の水「ブライン液」に漬ける＞

「ブライン液」とは、水・塩・砂糖で作った液体
塩がお肉の表面をコーティングし砂糖が肉に含まれるたん
ぱく質とっす便を結びつける働きがあり、このブライン液
にお肉を漬けておくことで、お肉の中にギュッと入った水
分を、より閉じ込めジューシーで柔らかくする効果があり
ます。

（作り方）

水に対して砂糖と塩はそれぞれ5％が基本です。

１・使用するお肉とブライン液をジップロックなどのフ
リーザーバックに入れ、冷蔵庫で適当な時間漬け置く。

※雑菌の増殖を防ぐ為に必ず冷蔵庫で漬け置きして下さい。
※お肉がブライン液に丸々浸かるようフリーザーバックや
ポリ袋に入れ密封して下さい。

【漬け置き時間】
時間に余裕のある場合は１晩置くと良いです。
※長時間漬け置きしても、砂糖も入っているので塩辛くな
ることはありません。

【時間がない場合】

例）鶏ムネ肉
１枚～２枚 … 最低１時間～おすすめ２時間以上
カットしたもの … 最低30分～おすすめ１時間以上
削ぎ切り又は小さめにカットしフォークで数か所穴を開け
漬け込む。

その後、お好きな方法で調理します！※唐揚げもOK



ジューシーな味噌漬け鶏

材料 （ 1人前）
・鶏むね肉（皮なし1枚）
・お好みの味噌大匙1.5
・酒 大匙１
・みりん 大匙１
・砂糖 大匙１※好みで調整

１・鶏むね肉は1口大の削ぎ切りにして上記調味料を
合わせた中につける。

※一晩冷蔵庫でつけると柔らかさが増します。
当日の場合は最低15分はつけるようにしましょう

２・フライパンで焼いて完成！

※お好みでニンニクやショウガを入れてもおいしいです

※ジップロックにすべて入れて冷凍しておく事もできます



鶏むね肉とブロッコリーの
ペペロンチーノ

材料 （1人分）
・ニンニク2欠片
・鷹の爪 少々
・オリーブオイル 適量
・鶏むね肉 150g

・ブロッコリー 1/3個
・しめじ（好みのキノコ）5欠片位
・塩 小さじ2

・ブラックペッパー 適量
・フライドオニオン＆ナッツ お好み
※パサつきが気になる人は片栗粉を薄くまぶす

１・細かく切ったにんにくと鷹の爪を浸るくらいの
オリーブオイルで弱火で炒めます。

２・にんにくが少し色づいたら一旦取り出して、
にんにくのエキスが染み出したオイルに鶏むね肉
を入れて塩を振ります。

３・中火にして表面に火を通します。

４・ブロッコリーとしめじを入れて塩胡椒を振り、
先程取り出したにんにくと鷹の爪を乗せて蓋をし
てブロッコリーが好みの硬さになったら出来上がり
お好みでフライドオニオンやナッツをかけ全体を混
ぜます。

※ブロッコリーは油に浸るとボロボロになるので肉の上
で蒸すようにします



鶏胸肉のチリソース炒め

・エビチリ風味 材料（2人分）
・鶏胸肉 ２枚 ・長ねぎ 適量

・☆ケチャップ大匙３
・☆豆板醤大匙1/3   ・☆醤油1/2
・☆砂糖 1/2 ・☆豆板醤1/3 
・☆中華だし1/3
・☆すりおろしにんにく 1/3 
・☆すりおろしショウガ 1/3

鶏胸肉は調理前にブライン液につけるか、片栗粉を軽く
まぶすと柔らかくなります

・鶏むね肉を削ぎきりにして片栗粉をまぶして焼く
・☆の材料を加え500wレンジで5分加熱し全体を混ぜ合わせ
さらに3分加熱

・鶏胸肉に絡めていく
・ネギを入れて軽く炒める



超時短！即席サラダチキンで
「よだれ鶏」

材料 ( 2人分 )
・サラダチキン用鶏の胸肉 2枚
（タレ）
・☆鶏ガラ 小さじ１
・☆ニンニクすりおろし 適量
・☆酒 大匙１
・☆醤油 大匙3
・☆水 50CC
・ごま油 大匙1
・ラー油 大匙1

（サラダチキンを作る）
ブライン液に漬け置く時間がないときは
ブライン液に鶏肉を（皮をはいで）漬けたら蓋をせず弱火に
かけ沸騰してきたら火を止めて蓋をし、20分そのままにする。

お湯が冷めたら取り出し（時間がないときは取り出したお肉を
冷水にで冷ます）切り分ける。

※ガス、IHにより火の通りが違うので調整ください。

（タレを作る）
・☆マークを全て耐熱容器に入れふんわりとラップをかけ、
600Wの電子レンジで1分半ほど加熱。粗熱が取れたらごま油と
ラー油を加え混ぜます。

お好みの野菜を添えてください



炊飯器で鶏ホロホロ丼

（ホロホロチキンを作る）※皮は好みで外す
・炊飯器に調味料を全て入れる。
・鶏むね肉、長ねぎニンニク・ショウガを入れて鶏肉が全て
液に浸かる位まで
水を足し、炊飯器で「早炊き」する。

★普通炊きだと、お肉が固くなりすぎるので早炊きにする！
・炊けたら、全て他の容器に移し替えお肉をほぐし汁に漬け
て味をしみこませる

（ご飯を炊く）
・お米をといで、チキンを炊いた時に出た汁を2号分と
水を1号分、ニンニクの塊を入れて炊く

・ご飯が炊けたらニンニクの塊をほぐしながらご飯に混ぜる
味をみながら薄いようなら鶏ガラの素で調整する

・ご飯の上に肉をのせ、好みで七味やマヨネーズ、パクチー
を載せて出来上がり

材料 （４人分）
・鶏胸肉 ３枚
・長ねぎ (青い部分)1本分
・ショウガ(薄切り)1/2片分
・ニンニク 好み（チューブでもカタマリでも）

・お米 3合
<調味料>
・調理酒 大さじ２
・みりん 大さじ２
・醤油 大さじ４
・鶏ガラの素大さじ５
※鶏ガラの素は好みで調整ください

・味噌 大さじ１～２
・水 適量



レンジで簡単！胸肉の梅肉、大葉巻き

材料（2人分）
・鶏胸肉 1枚 ・大葉 2枚
・梅肉 大さじ1 ・お水大さじ2

・砂糖 小さじ1

・鶏胸肉は観音開きにし、お水と砂糖まぶし10分おく
※胸肉は薄めのほうが巻きやすいです（叩いて薄くしても可）
・大葉の上に梅肉、大葉をのせ巻いてラップして耐熱皿で
レンジで500ｗで片面1分30秒ずつかけ完成
※レンジにより加熱時間は変わるります。

好みで照り焼き風のたれをかけても、冷やして大根おろしと
ポン酢で食べてもおいしいです。

中身を梅からチーズに変えて下記のソースの中に入れて温め
る食べ方もあります！

トマトソースの作り方
・トマト缶 1缶・玉ねぎ 1個
・にんにく 1個・鷹の爪 1本
・オリーブオイル 大さじ４
・コンソメ(顆粒) 小さじ1/2

・塩コショウ 少々

・玉ねぎ、ニンニクはみじん切りにして炒めておく
・すべてを合わせて炒めてお肉を入れる



材料 （2人分）
・鶏胸肉2枚 ・塩こうじ大匙２

・解凍し好みの調理をする
※唐揚げ クリームシチューやカレー
野菜炒めにも使えます

材料（2人分）
・鶏胸肉2枚
・ニンニクチューブ大匙１
・ヨーグルト大匙3
・カレー粉大匙1 ・ケチャップ大匙1
・はちみつ小匙２

・解凍後に好みのグザイと一緒に焼く

塩麴漬け

タンドリー
チキン漬け

味噌マヨ漬け 材料（2人分）
・鶏胸肉2枚 ・味噌大匙２ ・醤油大匙２
・みりん大匙2 ・マヨネーズ大匙2
・砂糖大匙１ ※好みでニンニク

・解凍したら焼いていく

冷凍保存時はジップロックにすべて入れてなじませ冷凍！

時短！混ぜて冷凍保存



大豆イソフラボンの豆知識

大豆イソフラボンにはこのエストロゲンと同様の作用が
あります。女性ホルモンのバランスを調整し、乳腺細胞
を増やすので、バストアップに効果的です！

大豆イソフラボン1日の摂取目安量は、70～75mg以内。
そのうち、サプリや特定保健用食品を活用して摂る分は
30mgまでとされています。
食事だけで摂らないといけない分は40～45mgです。
これは、納豆なら約1パック半、木綿豆腐なら1/2丁、調
整豆乳（200g）1本くらい！

大豆などに含まれるイソフラボンには２種類の型が存在

・グリコシド型（糖が付いている）
体に吸収されるのに時間がかかる
もう１つは糖と結合しておらず吸収されずに排泄される
こともある。
※発酵されていない大豆製品（豆腐 大豆など）
ただ！グリコシド型にもアグリコン型は含まれている
・豆腐6.3％・納豆5.37％・豆乳4.0％

・アグリコン型（糖が付いていない）
体に吸収されやすい
※発酵されたもの（味噌・醤油など）

この2つの違いはイソフラボンの周りに「糖」がくっつ
いているかどうかの違い。ついていると糖をまず分解す
る必要があるので吸収が遅かったり吸収されずに排泄さ
れてしまう。



鶏胸肉の納豆あえ

材料 （2人分）
・鶏胸肉 半分
・☆マスタード 小さじ2

・☆白だし 小さじ2

・☆ごま油 小さじ2

・☆納豆 1パック
・☆ネギ 適量

・鶏胸肉をサラダチキンにする
・胸肉をさいてボールに☆と一緒に入れて混ぜる
※お好みで梅肉を入れるとおいしいです
海苔や大葉を刻んで乗せるのもおいしいです

味噌じゃこ大豆

材料(2人前)
•大豆の水煮100ｇ・しらす干し30g
•調味料
•みそ 大さじ2 ・砂糖 大さじ2
•みりん大さじ1 ・醤油 小さじ1/2
•白いりごま 小さじ2 ・サラダ油小さじ2

・中火で熱したフライパンにサラダ油をひき、大豆の水煮と
しらす干しを炒める。

・大豆としらす干しに薄く焼き色が付いたら、調味料を加えて
中火で炒める。

・汁気がなくなりつやが出てきたら、しょうゆ、白いりごまを
加え中火で炒め合わせ、全体に味が馴染んだら出来上がり



材料（1人分）
•小ねぎ 10g
•ひきわり納豆 2パック
•卵黄 1個
•鶏胸ひき肉 100g
•ニンニク 1/2片
•生姜 5g
•☆料理酒小さじ1 ・☆醤油小さじ1
•☆砂糖 小さじ1

（鶏そぼろを作る）
・ニンニクショウガをみじん切りにしゴマ油で中火で炒める
・ニンニクの香りが立ったら鶏ひき肉と☆を加えて炒め、
鶏胸ひき肉に火が通ったら火から下ろし、粗熱を取る。

・.ボウルにひきわり納豆、鶏そぼろを入れ混ぜ合わせる。
・ごはんをよそった丼に乗せのりと卵黄、小葱をのせてる。

鶏納豆丼！

オートミールの納豆お好み焼き

材料（1人分）
・オートミール30ｇ・卵 1個・豆乳 150cc
・納豆 1パック ・和風だし 大さじ1
・鶏胸ひき肉 100ｇ ・キャベツ100ｇ

・オートミールをブレンダーで粉にする
・材料全てを混ぜ合わせて焼く



枝豆のパリパリチーズ

材料（4枚分）
・枝豆（冷凍も可）100ｇ
・スライスチーズ 4枚
・あらびき粒胡椒 小さじ１

・枝豆はパッケージの表記通りに解凍しておきます。
・枝豆はさやから外して薄皮を取ります。
・フライパンにスライスチーズを並べて枝豆をのせ
弱火で加熱します。

・片面に焼き色がついたら取り出し、4等分に切り分けて
粗挽き黒こしょうをかけて完成

※小さめに作ってお弁当に入れても喜ばれます！

枝豆の白味噌ポタージュ

材料（２人分）
•枝豆（冷凍も可）200g
•塩ひとつまみ
•豆乳OR牛乳 400cc
•白味噌 大さじ２

・枝豆をお湯で5分間塩茹でします
※鞘から取りだすとお滑らかになります
・全てミキサーに入れ、なめらになるまでかけます
・混ざったものをお鍋にあけ弱火でゆっくりとかき混ぜる

※好みで塩コショウやコンソメで味を調えてください



（下準備）
米は洗い、30分以上浸水させ水気を切っておく。
枝豆は冷凍の物は解凍しておきます。

・鮭は酒をふり5分程置きキッチンペーパーで水気を
拭き取ります。

・ごぼうは削ぎ切りにします。
・米☆水を入れて混ぜ合わせ鮭、ゴボウをのせて炊飯します。
・炊き上がったら有塩バターを加えて蓋を閉め5分程蒸す
・鮭の骨を取り除いて混ぜ合わせ。
※冷凍枝豆の場合炊きあがって蒸らすときにバターと一緒に
炊飯器に入れます

鮭と枝豆のバター風味炊き込みご飯

材料(4人前)
•米 2合 ・鮭1切れ
•酒小さじ2 ・ごぼう半分
•枝豆 (冷凍も可) 50g
•水 350ml
•☆醤油 大さじ1 ・☆顆粒だし大さじ1
•☆みりん小さじ1 ・☆有塩バター 10g



サバじゃがのみそホイル焼き

材料（2人分）
・さば缶(みそ煮) 1缶
・じゃがいも(大) 2個
・ミニトマト 4個
・とろけるチーズ 40g

・さば缶は身と汁に分けます
・トマトを2等分にします
・じゃがいもを洗って水気がついたままラップで包み、
レンジ600Wで3分ほど加熱。

・じゃがいもの粗熱を取り包丁でひと口大に切ります。
・アルミホイルを2枚重ねて置きじゃがいも、サバ
ミニトマトを並べ缶の汁(大さじ1杯)、とろける
チーズをかけ、アルミホイルを閉じて包みます。

・トースターで10分ほど焼いたら完成。

作り置き 辛味噌たれ

（材料 ）
・好みの味噌 大さじ３
・みりん 小さじ2 ・豆板醤 小さじ2

・砂糖 小さじ2

・にんにくﾁｭｰブ1cm ・生姜ﾁｭｰﾌﾞ1cm

容器(ビンやタッパー)の中で材料全てを混ぜ合わせるだけ!!

※辛みが苦手な方は豆板醤は少なめで！
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