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女性ホルモンを制するモノは 
　　オンナの人生を制する！ 

 
みなさん、はじめまして！ 

ビューティーカタリスト®田嶋直美です 

 

プレ更年期世代の女性に、美しさも人生も積極
的な老けない身体”アクティブボディ”に変
えていく”女性ホルモン”を味方につけた心

と体の美習慣をお伝えしています。 
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＼女性ホルモンを味方につけて／ 

なりたい体でお洒落を自由に楽しむ 

 
３５歳から始める 

「普通なのにおしゃれ」って、 
褒められる美ボディの秘密♡ 

ダウンロードしていただきありがとうございます。 
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女性は見ためにも内面にも女性特有の柔らかさやしなやかさが

備わっていて、それは「女性らしさ」と表現されます。　 

この「女性らしさ」がきれいの源です。 

その「女性らしさ」を形作っているも
のが「女性ホルモン」。 

 

女性ホルモンは、女性らしい体
と心をつき動かす 

エネルギーのようなものです。　 

潤い…艶…豊かな髪… 
穏やかな心…しなやかな筋肉… 

女性らしい心と体は決して特別なことではなく、女性ホルモン
を味方につけた生活から生まれる、あなた本来の姿なのです。 

女性としての自信をなくしたとき、 
この一つ一つを取り戻していく生活に戻していくこと。 
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はじめに



そうすれば、再び 
鏡に映った姿をみて笑顔になれたり 
1日のはじまりを元気いっぱいに 

迎えられたり 
潤って艶のある肌を褒められたり 
未来にワクワクする自分がいたり 

いくつになっても大好きな服を 
自由に楽しめたり 

「普通なのにおしゃれ！」って言われたり 

いつもの生活があなたの
輝きで満たされた生活へ
変わっていきます。 

 
私は、いくつになっても女性であるこ
とを心から楽しんで、女性であること
に喜びを感じ、内側からも外側から
も自分らしく輝き放つ生活を送りた

い！そう願っています。 
　 

だからこそ、私と同じ想いに 
のあなたへ、毎日があなたらしく、あなたから溢れる
輝きで満たされて、いくつになってもおしゃれを楽し

めるカラダを手にいれる秘密を贈ります。 
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✔どんなファッションでも体型を気にして諦めることが減り 

たくさん好きなものを選べるようになります♫ 

✔ボディラインが少し強調される服の方が 
個性を際立たせる勝負服になります。 

✔全身、ユニクロやGUの服を着ていてもブランド服を着てると
思った！！！と、普通なのにお洒落だねって褒められます♡ 

✔シンプルで上質な服を自分のラインで 
着こなすことができるようになります♡ 

✔モデル体型でも特別痩せているわけでもないのに！今は年齢とい
うブランドまでついて、さらに褒められるようになりました。 

ボディラインを変えていくことで 
こんなに嬉しいことがたくさん起きるのです！ 

「普通なのにおしゃれ」って、褒められる美ボディ♡ 
 

ポイントさえ抑えれば、今からでも！ 
誰もが！手にすることができるのです！ 
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ボディラインが変わると 
こんないいことが起き始めます♡ 



 
＼いくつになっても女性らしくおしゃれを楽しみたい／ 

 
だけど、毎日忙しい、時間がない、、、 

そんなあなたでも、自然に無理なく今よりキレイに
なれる具体策を手渡す90分です。 

 

 
 
 

「ビューティバランス個別診断 90分」 
通常価格11,000円(税込)キャンペーン限定特典  

先着10名様 → 3000円 （税込） 
 

 / 8 26

 読者様限定  
特別特典のお知らせ  

詳細・お申し込みはこちらをクリック

https://beauty-catalyst.com/fashionbodysession/?pdf


 
３５歳を過ぎ、女性ホルモンの変動で脂肪の位置バ
ランスが変わったのと、筋肉の質が変わったこ

と、長年の姿勢や歩き方や座り方のクセで歪んでし
まった骨格や硬くなった筋膜が主な原因。 

 
そのため、膣呼吸を入れた筋肉トレの前に 

骨格の歪みや筋肉のこわばりを解消してから行うこと
が３５歳以降の美ボディ作りのポイントです！ 
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１０年前とそんなに体重が変わらないのに 
見ためが変わるのはなぜ？ 



 
7年周期で訪れる身体の変化 

女性の身体は35歳から老化が始まっている！ 
 

 その背景は女性ホルモン力にあり！ 

  
女性ホルモン力は28歳をピークに３５歳から本格
的に女性ホルモン力が下降をたどり、私たち女性
が望まない見ための変化が刻々と訪れるのです。 
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３５歳以上の女性が膣呼吸で 
エクササイズが必要な理由



カレッジ式・美ボディエクササイズは 
女性ホルモン力を高めていきながら 

美しいボディラインを手に入れていくため 

エクササイズ中は 
腹式呼吸でも鼻呼吸でも口呼吸でもありません！ 

 

膣呼吸 
から「普通なのにおしゃれ」って 

褒められる美ボディを作っていきます！ 

膣呼吸で同時に手に入る 

４つの美の秘密！ 
①アンチエイジング②女性ホルモン
力アップ ③美肌 ④ハッピーメンタル 
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膣呼吸で思うままに 
美しいボディラインを手に入れる！



 

膣呼吸の基本は、体の中にダイナミックに空気を
取り込みます。吐き出す時がポイントです！ 

 

 

膣をギューーーーっと上に引き上げていくイメー
ジで息を出しきります。 

以上です！簡単ですね（笑） 

それでは早速はじめていきましょう！ 
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驚くほどカンタン！膣呼吸法



 

＼動画で簡単にレッスンできる！／ 

女性ホルモンを味方につけて 
なりたい体でお洒落を自由に楽しむ 

 
３５歳から始める 

「普通なのにおしゃれ」って 

褒められる美ボディの秘密 

 / 13 26



 

後ろ姿ほど、年齢を語ってしま
う部位はありません。ほどよく
浮き上がった肩甲骨と美しい背

骨のライン！ 

シンプルでタイトなニットも、 
背中が大きく開いたドレスも 

カレッジ式エクササイズで美し
い背中を手に入れれば 

「普通なのにお洒落」って 
褒められるはず♡ 

 

◆ 動画エクササイズはこちらをクリック ◆  
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後ろ姿は年齢を語る！「背中」

https://youtu.be/KbZK0RnpdGk


 
 

女性ホルモン力が落ちてくる
とどうしても、直線的な体に
なりがち！女性らしい曲線的

なウエストライン！ 

トップをインしてはくパンツも
ウエストマークのスカートも 

カレッジ式エクササイズで迷い
なくファッションが楽しめて 

「普通なのにお洒落」って 
褒められるはず♡ 

 
◆ 動画エクササイズはこちらをクリック ◆ 
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くびれは女性の永遠の憧れ「お腹」

https://youtu.be/h2WGPpO5wLU


 
痩せたけど・・・お尻は欲しい！
小さいだけじゃなく、ほどよい

丸みと上向きなヒップ！ 
 

ヒップラインのわかるタイトな
パンツも、ハイウエストスカー

トも、 

カレッジ式エクササイズで 
メリハリつけて 

「普通なのにお洒落」って 
褒められるはず♡ 

 
 

 
◆ 動画エクササイズはこちらをクリック ◆ 
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お尻が上がれば女も上がる！「お尻」

https://youtu.be/vZKf0OGaewk


 
 

シャープなフェイスラインを
取り戻して、すらりと長い首

に凛々しいお顔周り！ 

首回りのデザインも 
ヘアスタイルも 

カレッジ式エクササイズで 
好きなスタイルが自由に選べ

て 

「普通なのにお洒落」って 
褒められるはず♡ 

 

◆ 動画エクササイズはこちらからをクリック ◆ 
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凛々しく圧倒的に美人度が上がる！「お顔」

https://youtu.be/KaVie_zG_oA


  
＼いくつになっても女性らしくおしゃれを楽しみたい／ 

 
だけど、毎日忙しい、時間がない、、、 

そんなあなたでも、自然に無理なく今よりキレイに
なれる具体策を手渡す90分です。 

 

 
 

「ビューティバランス個別診断 90分」 
通常価格11,000円(税込)キャンペーン限定特典  

先着10名様 → 3000円 （税込） 
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 読者様限定  
特別特典のお知らせ  

詳細・お申し込みはこちらをクリック

https://beauty-catalyst.com/fashionbodysession/?pdf


２０代までは無茶な食べ方や日常を過ごしても 
一晩あれば完全復活してたけど・・・ 

今は普通に過ごしているだけなのに 
いつの間にか、腰回りが大きくなってきたり、痩せづら
くなってきたり、シワやシミやたるみ、疲れやすくなっ

た体に、あれれ・・・と、戸惑う。 

そして女性としての寿命に焦りを感じ、 
自信すらなくすことも。。。 

 
なんとか撤回しようと 

色々な情報を集めては試してみる日々。 

あなたも、このような経験されてませんか？ 

 / 19 26

若いときと同じ食べ方過ごし方をしてはダメ！



３５歳以降の体には今までの美容法はアンマッチ！ 
だから、いつまでも変われないのです。 

だったら、加齢の変化に必要な美容法に今すぐ！ 
シフトしていきましょう！そう、今すぐ！ 

放っておけばおくほど、 
結果が出るまでに時間がかかってしまうから。 

それではここで、痩せない、老化が著しい、更年期が
心配、イライラする、いつまでもキレイな自分でいた
い、、、そんなみなさんと同じ悩みから解放された女

性たちをご紹介します！ 

 / 20 26

年齢に負けない美容に今すぐシフト！



 
６キロ痩せて美肌と前向きで
充実した心と体を手に入れ
た、お孫さんがいるなんて思

えないSさん！！！！ 
もうリバウンドを繰り返すダ
イエットは卒業したい！ 

健康的な食事で若々しく女性
らしく輝く姿へシフトチェン

ジされました。 
（４０代・Sさん・司会業） 

 
９キロ痩せて、美しくな
ることが楽しく積極的な
日常になったシフトチェ
ンジした元アナウンサー
Yさん。１０年かけて１
０キロ増えた体重を減ら
していきながら、同時に
キレイを育てる食習慣を
手に入れ、家族全体が健
康的な体へとシフト。（５０代・Yさん・専業主婦） 
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「自分の体質やライフスタイルに必要な美習慣」がわかると  
イイことしかない!ークライアント様の声ー 



 
自分の体質やライフスタイルに 合
わせ、自分軸の美容に変えたこと
で、 人生も仕事も出会いも健康も
美しさにも積極的なアクティブボ

ディを手にすることを実現!  
(40代・会社員・Mさん) 

  
  

4ヶ月で18個のあらゆる不調をほぼ
なくしました!!! 

  
潤いのない肌・潤いのない髪・アレルギー体質・蕁麻疹・ 
頭痛・便秘・冷え性・寒さに弱い・倦怠感・疲れやすい・ 
肩コリ・腰痛・PMS・生理痛・低血圧・朝が辛い・貧血気 

味・老化や更年期に対する不安感 

これは表面だけの問題にとらわれていたら 
 できなかったこと!まさに彼女の美しさが飛躍するピン(根

本原因)を倒したのです♡ 
 さらに彼女は、今まで感じていた不調が 

 ほぼ無くなってきて、快調な日々を送ることがができ 
不調を感じても自分で原因が分かり、 

 セルフケア出来るようになった。 時々、夜更かしやお酒を
飲んでも次の日に響かなくなった。 
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「自分の体質やライフスタイルに必要な美習慣」がわかると  
イイことしかない!ークライアント様の声ー  



 活力が出て、気持ちも以前より前向きに! アクティブに
なったことで、出会いも増え、楽しみが増えた。  

 人から褒められる機会が増えたり、自分自身で変われたこ
とで 自信がつき、気持ちに余裕が持てるようになった。 

 
 仕事でもお客様にアドバイス出来るようになった。 目標や
夢も明確になり、やる気アップ!そう語ってくれたのです☆ 

5キロ減!長年悩んでいた便通が改
善! 肌艶まで良くなって、以前よく
われていた 「疲れてますか?」を言
われなくなりました! (40代 レストラ

ン経営 K.Kさん)  
 

体重5キロ減!が、筋肉量が40%
に達し 実際は10キロ痩せたかの
ような見た目に。 全体が引き締
まり憧れのリフトアップボディ
に!  今では、食習慣だけではな
くメンタルや1日のリズムも体重
のコントロールも自分でうまく
できるようになり、何が起きても冷静に対応できるように

なりました(40代 会社員 I・Cさん)  
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＼いくつになっても女性らしくおしゃれを楽しみたい／ 
 

だけど、毎日忙しい、時間がない、、、 
そんなあなたでも、自然に無理なく今よりキレイに

なれる具体策を手渡す90分です。 

 

 
 

「ビューティバランス個別診断 90分」 
通常価格11,000円(税込)キャンペーン限定特典  

先着10名様 → 3000円 （税込） 
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 読者様限定  
特別特典のお知らせ  

詳細・お申し込みはこちらをクリック

https://beauty-catalyst.com/fashionbodysession/?pdf


BEAUTY CATALYST® 田嶋直美(たしまなおみ)  

ウーマンライフカレッジ主宰 
２０２０年ミセスアース長野県大会ビューティー
キャンプ講師（女性ホルモン）・ファッションヘ
アーメイクプロデュース・美養研究家・商品開発・
美容マーケティング・ライター・現代花師範 

 
大分県大分市出身。幼い頃から女性の美し

さがつくられるまでの機 序に異常な ほど興味があり、実際に
自分自身も美しくありたいと いう高い美意識から、美 しさが
つくられる最終単位ミクロの世界 を学ぼうと薬学部に入学。
他、東洋医 学・薬膳・美容・健康・メ ンタル・食・DNA・
ファッション・メイク・心理・ コーチングと 取得したスキル
や学問は50を優に超える。前職は美容皮膚科広 報 部マーテ
ティング課。国内外問わず20年近くの飽くなき美の探究で 費
やし た金額は3000万円を軽く超える。これらの経験から美に
関 連する経験と知 識に偏りがなく、全体のバランスを見なが
らその ときに必要な美容法を提案で きる。得意分野は一人ひ
とりの心と 体の個性から最適な美容健康法を提案しそ の方の
魅力・笑顔を引 き出しmore beauty more happyを自ら手にす
るまで に成長させる こと。2019年、今までの経験や知識を集
約し辿り着いた確か な理 論を、ウーマンライフカレッジを通
して提唱。  
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