


 

あなたが何もし なくても（1日中

寝ていても）1日 で消費される熱

量のことで、生 きる上で最低限

一般的な人の場合、  

「基礎代謝60～70％」 

「活動代謝20～30％」 

50kgダイエット成功者であり、日本トップクラスに体を 
変えてきた講師がダイエット・体づくりに関する情報を 

【無料】でお届けします。 

日本でここでしか聞けない話をお届けしますので 
ご登録がまだの場合は、下記サイトよりご登録ください。 

↓ 

毎回2,000名以上の方が購読中！ 
大人気【無料】メールマガジンに登録する場合には 

下記URL↓をクリック 

http://teambodyke.com/welcome/mag/ 

※このレポートは、無理なく楽しんでダイエットにや体づくりに成功し、自分の理想
の体を手にしてもらうために心を込めて執筆いたしました。1人でも多くの方に体づ
くりの素晴らしさをお伝えし、健康的で機能的な体づくりをして欲しいと願っていま
すのでレポートの「転送」「紹介」「シェア」はご自由にどうぞ。ご友人やご両親な
どダイエットや減量、健康面で不安を抱えている人のお役に立てればと思います。

もう、登録はお済みですか！？

http://teambodyke.com/welcome/mag/
http://teambodyke.com/welcome/mag/
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ボディメイクの世界へ 
ようこそ

1

BodyMake BIBLE
Written by Taizo Aoki



# 001 

このeBookで 
あなたの体が変わるだろうか？ 
“Really could change your body?” 

私は、自分の体験がこれほど多くの人に 

影響を与えられるとは思ってもいませんでした。  

『体が変われば人生が変わる』 

私が体験したこのことを、一人でも多くの人に伝えたい。 

そう思い、この eBook を書いています。 

この eBook は流し見をせずに、リラックスした状態で自分の中に落

とし込んでください。そうすれば必ず、あなたのボディメイクのチカ

ラとなります。 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# 002 

新しいボディメイカーたちの誕生 
“New body makers” 

ダイエット・体作りに興味がある人は多い。いや、世の中の大半の人

が、自身の体に何らかの悩みやコンプレックスを抱えていると言って

も過言ではないでしょう。 

50kgのダイエットに成功した私にアドバイスを求めてくる人も多

く、中には体作りの専門家の方々もいました。 

その度に小さなキッカケを見出してもらえればと思い、できる限りの

アドバイスを行ってきました。 

とは言っても、当時はトレーナーの資格もなく、最初は何をどのよ

うに教えれば良いかわかりませんでした。 

まずはどんなものを食べ、どんな運動をしているかなど情報収集から

始めたのですが、そこで初めて、アドバイスを求めてくる人達の生活

スタイルや考え方があまりにもバラバラだと知りました。 

 BodyMake BIBLE - ! / !5 75



”ちまたにあるボディメイクのセオリーをそのまま教えてもダメだ。

例え成功しても一時的で、きっとリバウンドしてしまう” 

直感的にそう感じて、初めて自分以外の人間のボディメイクについて、

真剣に考えるようになりました。 

私も過去に何度も何度も何度もダイエットに失敗してきました。そこ

から今に至るまでを思い返すと、苦い思い出、辛い経験、本当に色ん

なことがありました。 

決して近道ではない、いや、確実に遠回りもしていると思う。 

しかし、そんな色々なことを経験したおかげで、体作りの本質、ボディ

メイクの素晴らしさを知ることができて、遠回りも無駄ではなかった

なと思います。 

これからはそれを体作りを通じて、誰かの人生を変えるお手伝いがし

たいと思っています。 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# 003 

体が変われば人生が変わる 
“Change your body, change your life.” 

体が変わるだけでなんで人生が変わるの？ 

そう思われるのもわかります。そんなことに興味がないのもわかりま

す。人生を変えようと思ってボディメイクを始める人はいないと思い

ます。 

私自身、ボディメイクに成功して知ったことなのです。 

完全に結果論です。 

しかし、ここが重要なんです。 

意図せず起こったことが、偶然ではなく必然だった。 

これがボディメイクの最大の魅力で、 

私が広めたいと思う最大の理由です。 

まさか自分がこんなことをするなんて。 

まさか自分にこんな人生が待っていようとは。 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もちろんプラスの意味です。 

誰もがこのような経験をしたことがあると思います。 

しかし、その多くは偶然でしょう。 

ボディメイクはそれを自分の手で起こすことができる。 

しかも何度も起こる。 

こんな素晴らしいことはありません。同じメイクでも夜に落とすお

化粧とは違います。 

一度体を作る方法を知って体を作れば、コントロール次第で半永久的

に持続します。 

こんなことが現実の世界に存在するのです。 

日本はフィットネス後進国と言われていて、まだその価値に気がつい

ていない人が多くいます。 

そんな日本でこの eBook を手にしたあなたはラッキーです。 

自分の手で人生を変えることができるチャンスを手に入れました。 
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今からでも遅くはありません。 

理想の体を手に入れて、そして活気に満ち溢れた人生を共に歩みましょ

う。 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# 004 

なぜボディメイクで人生が変わるのか？ 
“Why that change my life?” 

私は確かにボディメイクによって人生が好転しました。 

これは私に限った話ではありません。 

では、そのボディメイクとは何なのか。 

私が言うボディメイクとは、理想とするボディラインを作り出すため

のダイエット、トレーニング、栄養管理などライフスタイル全体を指

します。 

すなわちボディメイクとは、適度な運動と適切な栄養管理により実現

します。以下にボディメイクによる人生を変える要因を幾つか挙げて

みましょう。 

・トレーニングを続けてきたことによる自信 

・栄養管理を続けてきたことによる自信 

・体が変わることで、周りの反応が変わる 

・理想の体に近づくことで自信がつく 

・ファッションが変わる。Tシャツ一枚でカッコよく決まる 

 BodyMake BIBLE - !  / !10 75



・交友関係・社会での人間関係が好転する 

・自信がつくことで自然と考え方・行動が明るく前向きに変わる 

・機能面が向上し、仕事なども効率的にこなせるようになる 

・健康面も改善し、免疫力アップ。風邪を引きにくくなる 

・美容にも当然よく、肌がキレイになる 

・細胞が活性化し、実年齢より若く見られる 

・太りにくく、痩せやすい習慣が自然と身につく 

・今まで挑戦してこなかったことに挑戦できるようになる 

ざっと挙げただけでもこれだけ出てきます。 

素晴らしいと思いませんか？ 

この全てを私は手に入れ、現実のものとしてきました。 

上記の理由からわかるように、これは誰にでも起こりうること 

いや、起こせることなのです。しかも、自分の意思次第で人工的に。 

今の人生に満足しているという方は少ないでしょう。誰でも不安や不

満と共に生きているのです。 

今の人生の満足度が50%だとします。 

これがボディメイクにより、70%にも80%にも変わるんです。 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一瞬の満足度ではなく、日常の平均満足度が向上する。 

これがどれだけ凄いことかお分かりになるでしょうか？ 

例えば、今あなたが感じる70%の満足度が、仕事が終わった時、80%

の満足度が週末のショッピングだとします。旅行に行くとしたら90%

くらいあるかもしれません。 

仕事が終わった爽快感、開放感はとても気持ちの良いものですね。 

週末のお出かけのことを考えると、それまでの数日間ワクワクして過

ごせますよね。 

旅行を計画したら、それまでの貯金も仕事も頑張れますよね。 

ボディメイクに成功すると、このような状態が朝起きた瞬間からもう

始まっているんです。 

次の日になっても一週間経っても一年経っても無くなることはなく、

常に持続します。 

これは宝くじやギャンブルで起こるような”ラッキー”ではありません。

自分の意思一つで誰にでも起こせることなのです。 

『ボディメイクは体を変えること』で終わらない、その先に待ってい

る素晴らしい世界がボディメイクの醍醐味です。 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どうですか。これを知ってやらないわけにはいかないでしょう。 

始めるなら eBook を手にしたまさに今この瞬間です。 

明るく健康的に、そしてキラキラして生きていきましょう。 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# 005 

青木泰蔵って誰？ 
“Who is Taizo Aoki?” 

ここまで偉そうにツラツラ語っていますが、そもそもお前は誰だって

話です。 

私は確かに”自分の理想の体に成る”というボディメイクに成功しまし

た。が、それでもまだまだ道の途中です。 

というのは、ボディメイクにはゴールがあるようで実はないのです。 

ですので、これを続けるには少しコツがいるのですが、ここではそれ

を割愛し、簡単な私の自己紹介をしたいと思います。 

私は1985年12月10日に産まれました。 

何の変哲もないただの一般人です。 

生後間もない頃は体重2726gと、どちらかと言えば小さい方でした。 

しかし、幼少期を経ると、その姿は一変します。 

食べることが大好きで、丸々と横に大きく姿を変えていき、体重は右

肩上がり。120kgオーバーまで増えていきました。 
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気がついたときにはもう完全なる肥

満体型。それによって性格もどこか

消極的。パッとしない青春時代を過

ごしたことを覚えています。 

もちろん自分の体型に不満がなかっ

たわけではなく、何度かダイエット

にも挑戦していました。 

でも、どれも効果がなく。というか、

長続きせず、典型的な三日坊主で、

ちょっと痩せてもまた戻りの繰り返しでした。 

いつの頃からか、『自分は引き締まった体を手に入れることはできな

いんだ』と、太った自分を受け入れてしまい、ダイエットを諦めてし

まいました。 

自分の人生はこうなんだって 

こういう運命の元産まれてきたんだって 

痩せている人は別世界の人間なんだって 

完全に決めつけて信じ込んで、疑いもしませんでした。 
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120kgオーバー時代の私



だから、開き直って好きなように食べて120kgを超えてしまったんで

す。 

今考えると、心が弱かったなと思います。 

本当に一人ではなんにもできなくて、いつも周りの誰かに頼って生き

ていました。 

それが100%太っている体のせいだとは言いませんが、大きな原因で

あったことは間違いないでしょう。 

今、当時の私に会うことができたらこう伝えたいです。 

”痩せることはできるよ。 

そして、人生はもっと明るくて楽しいんだよ” って。 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# 006 

体重120kgオーバーがモデルに 
“Then, I became a model.” 

青木泰蔵（あおきたいぞう）として生を受け、その人生の大半を超肥

満体型で過ごしてきました。 

もっと早く”痩せ方”を知っていれば、もっと人生違ったんだろうなぁ

なんて思うこともあります。ですが、その経験があったから今私がこ

うしてあなたに伝えることができると思うので、なんでも無駄はない

んだなって、時には太っていた過去に感謝さえすることもあります。 

それだけ精神的にも変わったということですね。 

様々なダイエットに取り組んで失敗を積み重ねてきた私が痩せたのに

はキッカケがあります。 

それは環境でした。 

学生を経て社会に出た時、そこでの人間関係だったり仕事の厳しさだっ

たり、それまでのぬくぬくした生活と社会の一員になるということの

ギャップにやられました。 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今思い返すと大したことではないのですが、当時の虫のような小さな

ハートの私には耐え難い現実だったのです。 

仕事は肉体労働ではなかったのですが、毎日朝早くに起き、1日中気

を使って仕事をし、精神的にも肉体的にも疲れ切って帰宅。そしてそ

のままご飯もろくに食べずに寝てしまう。 

仕事に慣れるまでこんな生活が続いていました。 

これがキッカケで痩せ始めていきましたが、誰がどう見ても”良い痩

せ方”ではありません。ですが、今までダイエットの壁に幾度となく

跳ね返されてきた私には、最初で最後のチャンスだと感じたことを今

でも覚えています。 

もちろん良い痩せ方ではありませんし、それまでリバウンドを繰り返

してきた私には”リバウンドをする”という失敗のノウハウが備わって

いましたので、同じ過ちをしてなるものかと、必死に調べていきまし

た。 

｢こんな自分でも無理なく続けられるダイエット法｣ 

もちろん、こう検索したわけではありませんが、仕事で忙しい中続け

られる方法を探していきました。 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そして試行錯誤の末、ダイエットに成功。 

120kgオーバーから75kgに約マイナス50kg減 

極端なことをしたわけではないので、皮も残ることなく綺麗に脂肪を

落とすことができました。 

しかしそこで満足をすることはありませんでした。 

痩せたら手に入ると思っていた、引き締まった腹筋、大きい背中、男

らしい肩幅、そんないわゆるメリハリボディではなく、ただの”太っ

てもガリガリでもない人”になっていたのです。 

昔からドラゴンボールやアメコミが大好きで、”男らしく逞しい体が

あって初めて男だ”と植え付けらえていた私がトレーニングを始める

まで時間はかかりませんでした。 

body makeの歴史が始まった瞬間 

ダイエットもボディメイクの一部だと思っていますが、私が”カッコ

イイ体作り”を意識して取り組み出したのはこの瞬間でした。 

この頃には仕事にも慣れ、そしてダイエットに自分の力に成功したこ

とに自信を持ち、気がつくとメンタル面でも大分成長していました。 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トレーニングは、腕立て腹筋から始まり、ダンベルを購入、そしてジ

ムに入会と徐々にステップアップしていきました。 

ジムに入会。こんなことでさえ、昔の自分ならためらって、そして誰

かに同伴してもらって入会していたでしょう。そのくらい弱かったん

です。 

1日2日で結果が出るようなことではありませんからね。ダイエット

をする時同様、トレーニング面でも”こんな自分でも無理なく続けら

れるトレーニング法”を試行錯誤していきました。 

その結果、今に至るわけです。 

体が変わってきてから、私の人生は体以上に大きく変わりました… 

 BodyMake BIBLE - !  / !20 75

フルマラソン挑戦、モデルとしての仕事



120kgの超肥満体型だった私が、アンダーウェアモデル、フルマラソ

ン挑戦、ファッションショー出演、カッコいい体・肉体美を競う大会

で優勝、雑誌やテレビにも出演、NSCA公認トレーナー資格を取得、

そしてニューヨークでもモデルとしてランウェイを歩いてきました。 
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体が変わってから、様々な仕事をさせていただきました



これらは体が変わったことによって、自然と私に近づいてきたことで

はありません。 

体が変わったことによって心が変わり、消極的から積極的に、受動的

から能動的に、明るく行動できるようになったことによるものです。 

嘘のような本当の話ですが、学生時代の友人は私に会って気がつかな

かったことがあります。見た目はもちろん、中身も生まれ変わってい

たからでしょう。 

今でも親や友人に『泰蔵は変わった』と言われますし、私自身変わっ

たと実感しています。 

昔は”引き締まったメリハリボディの自分”はまさに夢でした。 

その夢はこれからも追い続けますが、今は当時からは想像すらできな

い大きな夢があります。 

それは、私が体験したbody makeの素晴らしさを日本中に広めること

です。 

 BodyMake BIBLE - !  / !22 75



# 007 

大半の人が 
ダイエットに失敗する 
“Most people fail diet.” 

ここまで読んでいただいてわかる通り、過去の私は太っていて、ダイ

エットに何度も挑戦しては失敗を繰り返してきました。 

今考えると何故失敗していたのかがよくわかります。 

もちろん、知識的な部分で大きく欠けていたと感じるところもありま

すが、それ以上に思うのが、自分を全くわかっていなかったというこ

とでしょう。 

世の中には数え切れないほど多くのダイエット法があります。 

どれを信じてどれをチョイスすればいいか、確かに迷いますよね。 

その中での判断基準になっているのは、TVや雑誌、インターネット

等のメディアが多いのではないでしょうか。 

今流行りの、誰々の健康法、何日で◯kg痩せた…など 
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それに飛びついてダイエットをする。少し痩せる。そしてリバウンド

をしてしまう。 

なぜでしょう。どの方法も、誰かが成功したダイエットなのに… 

あなたも一度でもダイエットに挑戦したことがあれば、こんな経験あ

るのではないでしょうか。 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ダイエットを解剖する
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BodyMake BIBLE
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# 008 

BodyMakeを再考する 
“Rethink about body make” 

◯◯だけダイエット、断食、置き換えダイエット、有酸素運動、ボク

ササイズ、腹部に巻く電動ベルト、通信販売のお手軽マシン、、、 

数々のダイエットが流行っては去り、また流行っては去りと歴史を繰

り返してきました。 

きっとこれからも。 

もちろん私はその全てを試したわけではありませんが 

程度は別として、基本的にはどれも効果があるものだと思います。 

しかし、どれを取り入れても、ベースとなるあなたが変わらなければ、

体は思うように反応してくれません。 

『◯◯までに◯kg痩せる！』 

誰でもこのような目標を立てて頑張ったことがあるかと思います。 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この期間の中で必死に取り組んで、見事目標を達成する。 

そしてそれまでの元の生活習慣に戻っていく。 

ここで待っているのは、ダイエット前の状態に戻る…そう、リバウン

ドです。 

更に、間違ったダイエット法で痩せてしまうと、実はダイエット前よ

りも確実に太りやすく、更に痩せにくくなってしまうという事実があ

るのです。 

何故か？ 

それは、見た目ではなく体重を落とすことや、短期間で痩せることに

フォーカスしてしまい、ボディメイクに必要不可欠な筋肉を失ってし

まうからです。 

誰もが陥りがちな最悪の悪循環です。 

無理な食事制限、過度なトレーニング、精神的なストレス…そしてリ

バウンド 

この連鎖から脱出するには、あなたが変わるしかありません。 

正確には、あなたの考え方、それによる生活習慣です。 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逆を言うと、ベースの部分がしっかり安定していれば 

食生活がちょっと乱れて太ってしまったとしても、特別なことをせず、

普段の生活に戻しただけで元の体に戻れます。 

私はこれを 

逆リバウンドと呼んでいます。 

逆リバウンドには我慢も努力も必要ありません。 

しかし少しのコツがあります。 

あなたはこのコツを知らないがために、何度も何度もリバウンドを

繰り返してしまうのです。 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# 009 

ダイエットに失敗、続かない理由 
“The reason for fail to diet. The reason for couldn't continue diet.” 

より多くの楽して痩せる”インスタントダイエット”を取り入れること

で、果たして結果が出るのでしょうか？ 

違います。 

生活習慣は十人十色。人それぞれ全く異なります。 

例えば、既述のダイエット法を”全て”取り入れる。 

これが成功しないのは誰の目にも明らかです。 

ダイエットに失敗するというのは、これと同じようなことが起こって

いると言っても過言ではありません。 

今の生活習慣が、今の体型を作り出しています。 

その体型を変えるにはその原因となっている生活習慣を変えなければ

なりません。 

『簡単に痩せる、これだけ食べればいい、◯ヶ月でマイナス

◯kg、、、』 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これらの方法は効果も結果もでるかもしれません。 

しかしリバウンドをしてしまう。そこには理由があります。 

それは、あなたが無理をしているということです。 

実際過去の私を見てもそうでした。 

・毎日1時間走る 

・夜8時以降は絶対に食べない 

・ご飯やパンなどの炭水化物は一切摂らない 

太っていた頃の食生活は不規則でした。 

その生活習慣から、突然上記のようなハードな条件を組み込んでいっ

ても続くわけがありません。 

息切れをし、やがて足が止まる。 

これがリバウンドです。 

例えば、炭水化物抜きダイエットが流行っています。確かに成功者が

続出しています。そして、実際に実践したとします 

→ 自分もやってみよう 

→ そして1ヶ月後、見事数キロのダイエットに成功 

→ ダイエット期間を終え、食生活を元に戻す 

→ 体も元に戻る 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誰が見ても一目瞭然の仕組みですよね。 

もし、ダイエット期間内に目標達成することを目的とするなら良いか

もしれません。 

しかし大概の場合、一時的に痩せたいと思ってダイエットをするわけ

ではないはずです。自分の体型を変えたい、カッコイイ体を作りた

い、美しいボディラインを手に入れたいという人それぞれの真の目標

のもと、ダイエットを始めます。 

この例で言うと、真の目標達成のためには、極端な話、一生ご飯や

パンを食べてはいけないということになります。 

とても現実的ではありませんよね。 

ボディメイクは生活習慣を変えること。 

ですから、現実的に考えなくてはいけません。 

魔法は存在しません。 

私の中に残っている言葉の一つに『楽して太ったのに、楽して痩せよ

うと思うな』という言葉があります。 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”簡単に痩せられる” 

そんな方法は正直ありません。 

しかし、考え方を変えれば簡単に痩せられます。 

あなたが思っている以上に簡単なやり方は存在するのです。 

流行りのインスタントダイエットをやる、誰かの真似をするのは、必

ずしも正解ではありません。 

あなたには、あなたに合ったやり方があります。 

その方法を見つけ出すことがダイエット成功のカギとなるのです。 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# 010 

理想の体に近づく最初の一歩 
“The first step.” 

あなたは自分の摂取カロリーを知っていますか？ 

あなたは自分の消費カロリーを知っていますか？ 

ボディメイクの方程式は小学校の算数より簡単です。 

消費カロリーより摂取カロリーが上回れば痩せる 

消費カロリーより摂取カロリーが上回ると太る 

　 

誰でも知っている体の公式です。 

この裏側には色々考え方や仕組みがあるのですが、まず大きくこの二

つのみです。 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痩せる＝消費カロリー 摂取カロリー

太る＝消費カロリー 摂取カロリー



では、次のステップ。 

あなたの今日の摂取カロリーは？消費カロリーは？ 

この段階でほとんどの人が答えを持ち合わせていないと思います。 

かく言う私もその一人です。 

というか、自分の摂取カロリーも消費カロリーも、100%正しく把握

することなんて不可能に近いのです。 

三大栄養素のたんぱく質が1gが4kcal、脂質1gが9kcal、糖質1gが4kcal

ということは頭ではわかっています。 

しかし、コンビニの商品や飲食店では、食べ物のカロリーが書いてあ

るケースは多くありますが、その食事だけで日々過ごすのかというと、

そういうわけにもいきません。 

コーヒーに入っている砂糖だったり、ジュースだったり、友達とのラ

ンチに、上司や同僚との飲みの付き合いもあれば、誰かからお土産で

食べ物を頂くこともあります。 

人として生きる以上、様々なイレギュラーやサプライズはつきもので

す。 
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いかに摂取カロリーを正確に把握することが難しいか、お分かりにな

ると思います。 

では、どうしたらいいのでしょう。 

この答えは単純です。 

大体でもいいので、把握することです。 

ざっくりでいいので計算をする。 

考えて食事をする。ということですね。 

私も太っていた当時は、全く考えて食事をするということをせず、好

きなものを好きなときに食べる生活を送っていました。 

これが諸悪の根源、太った体を作り出した生活習慣です。 

毎日食べ放題に行かないにしても、ラーメンにカレーに焼肉に、、、 

明らかにカロリーオーバーな食事を、日々繰り返していました。 

その証拠にその体。ですね。 

やはりここを改善しないと体は変わってくれません。 

数々のダイエットに失敗してきた私が、最初に見えたダイエット成功

の兆しはここから始まりました。 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例に挙げたように、カロリーや成分表の表紙のある食品は数多く存

在します。大切なのは、それらを購入/注文、もしくは食べる時、一

度そこに目をやることです。 

大体の計算、そしてカロリーを知る。 

この繰り返しで、知らず知らずのうちに、そのような表示のないもの

を食べるときにも、なんとなくでも、感覚的に頭でカロリー計算が

できるようになります。 

ボディメイクスキルが1段階上がるのです。 

私もここから始りました。 

今でも鮮明に覚えています。 

こうして何でもかんでも取り入れるのではなく、一段一段丁寧に上がっ

ていくことで、リバウンドのない安定した基礎が作られていきます。 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# 011 

カロリーと三大栄養素 
“Calories and three major nutrients” 

カロリーを気にするのは、あくまで”最初の一歩”です。 

自分の摂取カロリーを大体でも把握することで食生活のリズムやバ

ランスがとれるようになります。 

では、自分の摂取カロリーが消費カロリーを下回ればなんでもいいの

かと言うと、もちろんそんなことはありません。 

『たんぱく質・脂質・糖質・ビタミン・ミネラル』 

これらを総じて五大栄養素といいますが、そのうちカロリーがある

のは上記の通り、たんぱく質・脂質・糖質の三大栄養素です。 

三大栄養素の役割を簡単に説明すると… 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このように三大栄養素と言われるだけあって、どれも私たちが生きる

上で大切な役割を担っています。（ビタミン・ミネラルももちろん大
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たんぱく質

肉・魚介・豆類など

私たちの筋肉や骨、皮膚、臓器、毛髪、血液、酵素、ホルモン

などをつくる原料となるのがたんぱく質で、約20種類のアミノ

酸が結合してできている。

脂質

バター・ナッツ類・肉や魚にも多く含まれる

エネルギー源になるばかりでなく、ホルモンの原料や細胞膜の

構成成分になったり、脂溶性ビタミンの吸収を促すなど、重要

な役割を担っている。

糖質

お米・パン・麺類など

脳や筋肉が働くための重要なエネルギー源としての役割を果た

している。糖質によって吸収速度に差がある。



切ですが、ここでは”カロリー”に照準を合わせているため、割愛しま

す） 

これら三大栄養素をバランス良く摂ることが、ボディメイクの大きな

カギとなります。 

例えば、ケーキだけを食べて摂取カロリーが消費カロリーを下回って

も、理想の体になれるでしょうか。 

もしかすると、”単に体重を落とすダイエット”としては成功するかも

しれません。 

しかし、ボディメイクとなると話は別です。 

ダイエットとボディメイクは似て非なるもの。 

ダイエットはファッションではありませんが、ボディメイクはファッ

ションです。 

たんぱく質が足りなければ、美しい体を作る筋肉が作れません。 

脂質が足りなければ、肌はカサカサになってしまうでしょう。 

糖質が足りなければ、エネルギーが枯渇して体力が持ちません。 

どれも多すぎても少なすぎてもダメなのです。 
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それぞれのイメージとしては 

たんぱく質は、必要量を一日にまんべんなく 

脂質は、摂りすぎないように注意 

糖質は、朝＞昼＞夜、と量を調整 

そして吸収速度の遅いものを選ぶ。 

→白米より玄米、うどんより蕎麦、食パンより全粒粉のパン 

かなり簡単な説明ですが、このようなイメージを持つだけで大きく変

わってくると思います。 

ボディメイク、知れば知るほど奥が深くて面白いものです。 

このようにカロリーだけを気にするのではなく、あなたの生活に合っ

た、そしてあなたの目的にあった栄養バランスの良い食事を摂り、健

康的で機能的な美しいボディラインを手に入れましょう。 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# 012 

理想の体はジムではなく、 
キッチンで作られる 
“Calories and three major nutrients” 

誤解を恐れずにいうと、こういうことです。 

もちろん、引き締まったメリハリボディを作るには、トレーニングは

不可欠です。ですが、いくらトレーニングを頑張って頑張って頑張っ

ても、それ以上に食べていたら、理想の自分に出会える日が来るこ

とはないでしょう。 

次の表は、トレーニングを週に２回、食事を一日３回摂った例です。 

ご覧の通り、一目瞭然。 

いかに食事が大切かということです。 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トレーニング

食事

2

21

1週間あたりの回数



大体の摂取カロリーを知れば、それによって体の変化が見えてくる。 

→自分の消費カロリーが見えてくるということです。 

以下に簡単な説明を載せますが、ここでは基本的な体の仕組みについ

て、ざっくり理解していただければと思います。 

消費カロリーというのは、下記の3つの要素で成り立っています。 

1. 基礎代謝 

2. 活動代謝 

3. 食事誘発性体熱産生（DIT） 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これら消費カロリーを高めることで、理想の体に近づく大きな一歩

となります。 

しかし、努力を積み重ねて、活動代謝を大きく伸ばそうしても、もし

かしたらあなたが何気なく口にする今日のランチ一つで、摂取カロリー

が消費カロリーを簡単に上回ってしまうかもしれません。 

もしかしたら、ついつい食べてしまう間食が摂取カロリーを想定以

上のものにしてしまっているかもしれません。 

そう考えると、やはり体はキッチンで作られるといっても過言ではな

いんですね。 

本当に基本的なことですが、ここを抑えるかスルーするかだけで、大

きく変わってきてしまうんです。 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一つ目は基礎代謝

あなたが何もしなくても（1日中寝ていても）1日で消費される

熱量のことで、生きる上で最低限必要となるエネルギーで、体の

器官などを正常に機能させるのに使われます。

二つ目は活動代謝

歩いたり、運動したり、起きているときに活動することで消費す

る熱量のことです。トレーニングは当然ここに入ります。仕事か

休みか、そして休みならその過ごし方でも大きく左右されます。

三つ目は食事誘発性体熱産生（DIT）

食事をすることで、食べ物の代謝等のために体が消費する熱量の

ことです。たんぱく質：30%、糖質：5%、脂質4%、炭水化物：

10%としてエネルギー消費されます。

一般的な人の場合、  

「基礎代謝60～70％」 

「活動代謝20～30％」 

「食事誘発性体熱産生 (DIT) 10

％」の割合で消費されます。

カロリー消費の割合

基礎代謝 
60～70%

活動代謝 
20～30%

DIT 
10%



# 013 

リバウンド型と 
ボディーク型 
“Rebound type or Bodyke type” 

ダイエット、トレーニング、体作りに向き合って 

失敗する人と成功する人がいます。 

この人達の違いはなんなんだろうと考えた結果、ある定義を見出すこ

とができました。 

そして私たちは、失敗する人を『リバウンド型』、成功する人を『ボ

ディーク型』と呼んでいます。 

リバウンド型については説明はいらないと思います。 

勘のいい人ならお分かりになると思いますが、ボディークとはボディ

メイクの省略した造語です。 

このリバウンド型とボディーク型について解説します。 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まず、リバウンド型の特徴です。 

・希望的 

・無理をする 

・誰かの真似をする 

・ストレスが溜まる 

・ボディビジョンがない 

一つ一つ砕いて説明します。 

希望的： 

きっと大丈夫だろうと、悪い意味でプラスに考える。 

本気を出せばいつでもできると考える。 

無理をする： 

自分のペースを崩し全力疾走をして、オーバーヒートする。 

誰かの真似をする： 

見たり聞いた情報にすぐに飛びつく。 

ストレスが溜まる： 

ボディメイクを全く楽しんでいない。 
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ボディビジョンがない： 

ゴールのないマラソン状態。 

リバウンド型の方は、これらのどれか、 

もしくは幾つも当てはまるのではないでしょうか。 

次にボディーク型の特徴です。 

・計画的 

・自分を知っている 

・オリジナル 

・楽しんでいる 

・ボディビジョンがある 

こちらも簡単に解説いたします。 

計画的： 

1日の食事、運動習慣、目標達成までの道のりなど、自分の中でプラ

ンが立っている。 

自分を知っている： 

自分の生活習慣や癖、弱点などを把握し、それに沿ったボディメイク

ができる。 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オリジナル： 

自分に合った運動、栄養などを理解している。 

楽しんでいる： 

運動、栄養管理、自身の変化、全てにおいて楽しく取り組めている。 

ボディビジョンがある： 

明確な理想像があることで、目標に向かって前進できる。 

見てわかるように、リバウンド型とボディーク型の性質は対照的となっ

ている部分が多くあります。 
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リバウンド型 ボディーク型

・希望的 

・無理をする 

・誰かの真似をする 

・ストレスが溜まる 

・ボディビジョンがない

・計画的 

・自分を知っている 

・オリジナル 

・楽しんでいる 

・ボディビジョンがある



希望的にダイエットを考えていても現実にそんなうまい話はないので

す。計画的に取り組めば、例え思うようにいかなくても、修正ポイン

トが見えます。 

無理は無理です。無理を続けられる人はいません。 

しっかりあなたと向き合い、あなたに合ったボディメイクをしましょ

う。 

誰かの真似をすることは、場合によっては逆効果なこともあります。 

そのやり方はその人に合ったやり方です。 

ボディメイクは一日二日で結果が出るものではありません。 

楽しんで、長く、そして自然とボディメイクできるようになることで

す。 

明確な目標がないのに走り出して、いつまで、どこまでやるのですか？

目標に一歩ずつ近づく自分が見えることはとても嬉しいものですよ。

誰でも今からすぐにシフトできる本当に小さな差です。 

ほんの小さな差でも、積み重ねれば大きな差が体に表れます。 
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努力とか根性とか、ボディメイクにはそんなイメージが付きまとい、

なかなか一歩が踏み出せずにいませんか？ 

大丈夫。この eBook を手にしたあなたは、もう既に大きな一歩を踏

み出しています。今日からボディーク型の人間となり、一緒に理想の

自分を探す旅に出かけましょう。 

 BodyMake BIBLE - !  / !50 75



# 014 

体をメイクする 
“Make your body” 

今まではどちらかと言えば栄養面にフォーカスしてお話ししてきまし

た。 

ここではボディメイクに欠かせないウエイトトレーニングの話です。 

ボディメイクとは、理想とするボディラインを作り出すためのダイエッ

ト、トレーニング、栄養管理などライフスタイル全体を指します。 

私は先ほどこのように説明しました。 

”理想とするボディライン” 

ここに向かって生活習慣を改善し、トレーニングにより体を形成して

いきます。 

では、理想のボディラインとは？ 

その答えは、私にはわかりません。 

私には、自分が理想とする体はしっかりと見えています。 

では、私の思い描く理想像が、あなたにわかるでしょうか。 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そうです。わかるはずがないのです。 

ボディメイクのゴールは十人十色です。すなわち、あなたの理想とす

るボディラインは、あなたの中にあるのです。 

あなたにしかわからないものを他人にわかってもらおうとしたり、誰

かと同じことをして作ろうなんて、そもそも無理な話なのです。 

ウエイトトレーニングの目的はさまざまです。健康のため、スポーツ

のため、強くなりたいから、ダイエット、筋肉をつけたい… 

目的によってウエイトトレーニングのアプローチの仕方も違えば、 

もたらしてくれる結果も異なります。 

そして、理想とする体によっても違うのです。 

ですから、ボディメイクには明確な目標 

あなたが理想とするボディラインのイメージが必要なのです。 

ガムシャラにトレーニングをしても、自分の思い描く理想の体に近

づくどころか、一向に成れないでしょう。 
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バストアップしたい。肩幅を広くしたい。割れた腹筋が欲しい。脚を

細くしたい。 

人それぞれあると思います。 

ただ闇雲にトレーニングに励んでも遠回りです。 

まず一番最初に打つ手は、明確なボディビジョンを描くこと。 

そして、そこに向かって 

正しいフォームで、正しい負荷で、正しいアプローチで、 

正しいトレーニングを組み立てていくことです。 

 BodyMake BIBLE - !  / !53 75



# 015 

・・・魔法は、ある 
“I know magic way” 

ボディメイクに魔法は存在しないと書きました。 

その意味が、ここまで読んでいただけたあなたにはわかると思います。

しかし、矛盾するようですが 

魔法はあります。 

私は知っています。 

何度も何度もダイエットに失敗した弱い私がここまでこれた魔法を。 

そしてなんと、この魔法は私だけのものではありません。 

私にもあなたにも効果抜群の方法なのです。 

そんな夢のような魔法 

実は、もうここまでに何度も出てきているんです。 

あまりに自然と出てきているので、ここに気がつく人はいないでしょ

う。 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もったいぶっているわけではありません。 

それくらい本当に大切なことだと気がついて欲しいのです。 

そんな、最も強力で、万人に共通する、 

効果絶大の、最大のコツをお教えします。 

それは…楽しむことです。 

拍子抜けしましたか？ 

あまりに高い期待値を、超えることはできませんでしたでしょうか。 

しかし、だからこそ見落としてしまう魔法なのです。 

考えてもみてください。 

普通にこなしている人と、楽しんでいる人の吸収速度の違いを。 

あなたが苦手なことを、心から楽しめたらどれだけ違うでしょうか。

どんなことにも、取り憑いたように人間を魅了し、その人の生きて

いく道すら左右してしまうパワーを秘めています。 

物事の表面だけ見て、隠れているそんな魅力を探そうとしないのは、

勿体無いことです。 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どうせやるなら本気で楽しもうよ 

楽しさを見出してみようよ 

これが私のモットーです。 

ボディメイクは目標に向けて、 

運動や栄養管理もしなくてはいけません。 

しかし、それすら楽しむ。 

これが一番の近道で、最大の結果をもたらしてくれる魔法です。 

魔法をかけるのはあなた自身です。 

あなたもこの魔法にかかって、 

有意義なボディメイクライフを送りましょう。 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実践できること

3

BodyMake BIBLE
Written by Taizo Aoki



# 016 

ラーメン、唐揚げ、ケーキを 
食べてダイエット 
“I eat ramen, fried and cake during the diet period” 

私は、人生での大きな楽しみの一つは”食べること”です。 

今までもこれからも、ボディメイクで生きていこうと思っていますが、

やれササミやブロッコリーばかり食べているわけではありません。 

ボディメイクは自分をコントロールして作り上げるものですが 

ボディメイクにコントロールされた人生を送るつもりはありません。 

ボディメイクにコントロールされた人生というのは、あまりに徹底し

すぎるあまり、食事を楽しめなくなっている状態のことです。 

食べることとボディメイク 

一見相反することのようですが、この二つを両立させることが 

私の人生のモットーです。 
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例えば、 

・巨大なパフェも食べます。 

・食べ放題もしょっちゅう行きます。 

・ラーメンを7玉食べてお店に色紙が飾ってあります。 

・カレーライス1.5kg食べて無料になりました。 

・ステーキを1.5kg食べた後にラーメン屋を2軒はしごしたことも。 

・イベントが多い年末年始は毎年10kg近く太ります。 

・お酒だって飲むときは毎日飲みます。 

そんな食事をしても、焦ることも不安になることもありません。 

なぜならイベントが終わり、その次からまた自然とボディークライフ

に戻ると、気がつけば体も自然と戻っているのです。 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これを私たちは”逆ダイエットの逆リバウンド”と呼んでいます。 

ボディークライフが定着し、安定した土台となっていれば、 

ダイエット中の楽しいイベントでも全く臆することなく全力で楽しむ

ことができます。 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ダイエットとリバウンド
ダイエットしても、すぐに元の体重に戻ってしまう

体重

-10kg

±0kg

+10kg

±0kg

逆ダイエットと逆リバウンド
たくさん食べて体重が増えても、自然と元に戻る

体重



私はある時から、太ることに対する恐怖がなくなりました。 

昔は常に恐怖と隣り合わせで生活していたのに、今は安心して太れる

のです。 

体が元に戻る術を知っているから。 

これがボディーク型のパワーです。 

抑えるときはちゃんと抑える。 

楽しむときは全力で楽しむ。 

誕生日やクリスマスなどのイベント。友達との飲み会。旅行先でのグ

ルメツアー。 

このようなハッピーなイベントをしっかり楽しみ、そして理想のボディ

ラインを手にいれる。 

これでこそ、真のボディメイカーだと思うのです。 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# 017 

理想の体の持ち主は、 
リバウンド型ではない 
“The smart people isn't the rebound type” 

リバウンド型とボディーク型 

あなたがボディメイクを成功させるには無条件でボディーク型に変わ

らなければなりません。 

しかし、あなたは聞いことありませんか？ 

『特別なことは何もやっていません』 

不思議ですよね。 

特別なことを何もやっていないのに、その人は誰もが憧れる体を持っ

ているのですから。 

あの人は体質的に違うんだ。 

こう思ってしまう気持ちも、わからなくありません。 

しかし、よく考えてみてください。 

その人はあなたと違う体かもしれませんが、同じ人間です。 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強いライオンや美しい蝶を見て諦めるのなら、筋は通っています。 

しかし、その人は違います。 

同じように寝て同じように食事をして同じように寝る。 

完全に同じ生き物です。 

では、その人は特別なことは何もしていないのに 

なぜあんなに美しい体をしているのでしょう。 

その答えは簡単です。 

普通の人にとっては特別なことも、その人にとっては特別ではないの

です。 

ですから、クリーンな食生活も適度な運動も 

その人にとっては人生の一部となって、自然と行っているのです。 

このことからわかるように、理想の体の持ち主はリバウンド型では

ありません。 

意図していようがいまいが、間違いなくボディーク型でしょう。 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私はよく聞かれます。 

『なんでトレーニングしているの？』 

その質問の答えは簡単です。 

『女性のお化粧と同じだよ』 

ボディメイクは、ファッション・身だしなみの一部です。 

さらに言うなら私にとって 

ボディメイクは呼吸。 

そのくらい、無意識の世界の話なのです。 

私もボディメイクを始めた当初は、慣れない習慣とのギャップに疲れ

てしまったこともありました。 

ですが、そんな私でも、気がつけばこんな風に語れるんです。 

それは魔法をかけたから。 

楽しさを見つけて、心から楽しむことができれば、 

特別なことは何もいらないんです。 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# 018 

今日からできるボディメイク 
“Start today.” 

とは言われても、何から始めたらいいのか。全くゼロの状態から始

める場合は尚更困りますよね。 

そんなあなたに私から、今日からできる簡単なアドバイスです。あく

まで参考程度に、そして自分のライフスタイルに合わせて取り入れて

みてくださいね。 
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・自分の体重を計る習慣をつける（カレンダーに書くとgood） 

・何時に起き、何時に食べるかなど、生活リズムを安定させる 

・自分が何時に何を食べたかメモをとる 

・大体でいいので、カロリー計算をしてみる 

・バランスの良い食事を心掛ける 

・野菜から食べる（糖質の吸収速度を遅らせるため） 

・夜ご飯の糖質を控えめにする 

・一日に摂っているカロリーを一定にし、 

　日々の摂取カロリーを安定させる 

・1日の全ての食事ではなく、一食を健康的な内容に変える

今日からできること



最初は、この中の一つでも大丈夫です。 

重要なのは無理をしないこと。 

急にフルアクセルでスタートしても、スリップして事故を起こすこと

は目に見えています。 

ストレスを感じることなく続けられる、 

あなたなりのボディメイクで始めてみてくださいね。 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# 019 

ボディメイクまとめ 
“Summary” 

このボディメイクバイブルで、ボディメイクの素晴らしさを知っても

らい、そして、少しでもあなたの悩みを解決するキッカケになること

ができたら幸いです。 

”楽しむ”　この魔法を除けば、ボディメイクに魔法はありません。 

消費カロリー＞摂取カロリー＝痩せる 

消費カロリー＜摂取カロリー＝太る 

そして三大栄養素のカロリーは 

たんぱく質1gが4kcal、脂質1gが9kcal、糖質1gが4kcal 

これらを目的に合わせて摂る。 

さらに目的に合わせたトレーニングをする。 

そしてしっかりと休む。 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無理をせず、自分の生活習慣になじませるように、少しずつ少しずつ

シフトさせていく。 

体は正直、嘘をつかないと言いますが、正しいやり方で取り組まな

ければ思うような反応は得られません。 

正しいやり方というと、とても難しくて計算されていて、高度なもの

だと壁を作ってしまわれるかもしれません。 

しかし、それは間違いです。 

私自身が証拠です。 

昔はあんなに太っていて、そんな体から今のような体になるのは、憧

れであり夢であり、想い描くだけで息切れしてしまうほど、遠く長い

道のりだと感じていました。 

何度も何度もトライしては跳ね返されてきた。 

それでも、その中で学んだ確かな情報、そして自分自身を見つめ直す

ことで掴んだ今の世界があります。 

自分に出来るやり方を探しましょう。 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あなたにはあなたのペースがあります。 

難しく考えるのではなく、シンプルに。 

そうすれば、"気が付いたら体が変わっていた"というほど、負荷を感

じることなく理想に近づくことが出来ます。 

そのためには生活を、変えすぎないことです。 

まずはなんでもかんでも取り入れるのではなく、自分を一度リセット

して、そこから1を足し、慣れたらまた1を足す。 

ボディメイクにかけ算はありません。 

小さな1を積み重ねていきましょう。 

何をやるか迷っていても答えは出ません。 

何事も、続けることに意味があり、気づきがあります。 

体は正直。 

体は生活習慣を表す鏡。 

頑張ったら頑張った分だけ 

怠けたら怠けた分だけ体に表れます。 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ボディメイクは辛い、苦しい、我慢、 

そんなイメージは今すぐに捨てて、 

理想の体に向かって、一緒に歩いていきましょう。 

明るく健康的な人生を切り開くのです。 

大丈夫。 

私は出口の見えないトンネルの中にいました。 

そんな私にできたことは、必ずあなたもできます。 

昨日より今日 

今日より明日 

あなたの体が理想へと近づき、 

自信に満ち溢れた光り輝く未来が訪れますことを祈っております。 

私もまだまだ道の途中。 

これからも理想の体を追い求めて生きていきます。 

 BodyMake BIBLE - !  / !70 75



# 020 

このバイブルで最も強力なコンセプト 
“It’s a very powerful concept” 

私自身、このような執筆活動は初めてなもので、 

どうしたら伝わるだろうか、どうしたらあなたの力になれるだろうか

と、何度も何度も書いては消して、また書いては消してと繰り返しま

した。 

わかりにくい部分も多々あったと思います。 

それでも、私のボディメイクに対する想いがぎゅっと詰まったこのボ

ディメイク・バイブルが、あなたのボディメイクのキッカケになるこ

とができたら、それほど嬉しいことはありません。 

まだまだ書ききれないこともありますが、最後に一言だけボディメイ

クに対する私の考えをお伝えして、終わりにしたいと思います。 

この言葉を胸に、大切にしまってください。 

そして、壁にぶつかった時は思い出してください。 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リバウンド型は失敗し、ボディーク型は成功する



”リバウンド型になっていないだろうか” 

”どこを変えればボディーク型になれるのだろうか” 

その問いかけは必ずあなたのチカラとなって、また一歩前に進むこと

ができるはずです。 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# 021 

ボディーク型にシフトする 
“You need shift to bodyke type” 

ボディメイク・バイブルを読む前と読んだ後で、あなたの中での価値

観や考え方に変化はあったでしょうか。 

私の想いは、詰め込めるだけ詰め込みました。 

ボディメイクは見た目だけではありません。 

健康的で機能的な体を作ることこそが、本来の目的です。 

怪我や体調を崩してからでは遅いのです。 

そうなってから慌てて取り組むのは、会社でいえば、倒産寸前になっ

てからようやく手を打つようなもの。 

人生は、あなたが考えている以上に、肉体的な健康に支えられている

のです。 

もしあなたがまだ、自分の理想とする体・健康を手に入れていないの

であれば、ボディメイクに対する考え方を根本的に変える必要がある

のかもしれません。 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流行りのダイエットや無理な運動などを付け足していくのではなく、

取り除きましょう。 

ボディメイクをもっとシンプルに考えましょう。 

大切なのは小手先のテクニックではなく、基本となる安定した土台を

作ること、そして楽しむことです。 

この『ボディメイク・バイブル』を手にしたことで、 

既にあなたは、その一歩を踏み出しています。 

あなたが思い描く、理想の体になるためにはボディーク型でいる必要

があります。では、ボディーク型にシフトするためにはどうしたら良

いのでしょうか？ 

それは、これからご紹介していきます。 

是非、楽しみにしていてください。 

体が変われば、人生が変わる 

青木泰蔵 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P.S. 

最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

私たちは、正しいボディメイクによって理想の体になるのに必要な、考え方やノウハ

ウを一人でも多くの方に伝え、フィットネス、そして日本の活性化に貢献していきた

いと強く願っております。 

そこで、この eBook をお読みになってのご感想や、あなたが抱えておられる悩みを次

の Facebook ページまでお寄せください。 

いただいたメッセージには全て目を通し、それを活かして、役立つ情報やサービスを

今後お届けして参りたいと思っております。どうぞ、宜しくお願い致します。 

http://facebook.com/bodyke.world

http://facebook.com/bodyke.world


### 

「カッコイイ体」「美しく綺麗な体」作りを 
サポートするプロ集団Bodyke（ボディーク） 
サービスのご紹介 
“Bodyke is here.” 

▼【人気No.1】 

Bodykeトレーナーと直接マンツーマンで集中的に体を変化させたい方は 

【マンツーマンボディメイクジムBodyke】無料カウンセリングをお受けください。

http://teambodyke.com/special/free_counseling/bodyke_free_counseling.pdf 

▼【人気No.2】 

120kgから50kgダイエットに成功し、日本一カッコイイ体を決める大会の 

初代総合優勝者、青木泰蔵の体づくりを全てを詰め込んだ2ヶ月で体を進化させる 

ボディメイク・ブート・キャンプ【TheBodyGame】 

http://teambodyke.com/special/tbg/doc/tbg_overview.pdf 

▼【人気No.3】 

日本国内はもちろん海外からの受講者にも人気の「誰にも知られずにダイエット」

Webコーチングは、こちらをご覧ください 

http://teambodyke.com/special/web_campaign/doc/Bodyke_Course_web.pdf 

▼【人気No.4】 

お腹を割りたい、綺麗な腹筋を作りたい方は 

【The 6 pack】をご覧ください。 

http://teambodyke.com/special/t6p/doc/t6p_overview.pdf 

http://teambodyke.com/special/free_counseling/bodyke_free_counseling.pdf
http://teambodyke.com/special/tbg/doc/tbg_overview.pdf
http://teambodyke.com/special/web_campaign/doc/Bodyke_Course_web.pdf
http://teambodyke.com/special/t6p/doc/t6p_overview.pdf


### 

Body Make BIBLE 著者 
メディアのご紹介 
“Taizo Aoki's is here.” 

青木泰蔵 Facebook 

https://www.facebook.com/taizo.bm 

青木泰蔵 ブログ 

http://ameblo.jp/tai-z1210/ 

青木泰蔵 Twitter 

https://twitter.com/taizo_bm 

青木泰蔵 Instagram 

https://instagram.com/taizo_bm/ 

Bodyke公式 Facebook 

https://www.facebook.com/bodyke.world 

Bodyke公式 メールマガジン 

http://teambodyke.com/welcome/mag/ 

▼ Bodyke 求人募集 

Bodykeで働いていただける方を募集しています。 
一緒に本物のボディメイクを広めませんか。 
http://teambodyke.com/dl.php?id=Bodyke_Recruit.pdf 
 

https://www.facebook.com/taizo.bm
http://ameblo.jp/tai-z1210/
https://twitter.com/taizo_bm
https://instagram.com/taizo_bm/
https://www.facebook.com/bodyke.world
http://teambodyke.com/welcome/mag/
http://teambodyke.com/dl.php?id=Bodyke_Recruit.pdf
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