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Model 高倉くるみ  Kinogolf Coach



あなたの“観たい”がすぐに見つかる
ビデオチャンネル

公式SNSで
最新情報を配信中

3,000本以上!

35ch

オリジナル動画

あなたの“観たい”がここにある

Premiumサービス会員なら全ての動画が見放題

ネクストヒロインツアー
トーナメント中継

撲滅！スライス・チーピン
ダフリ・トップ・シャンク

飛ばし
50歳からの飛ばし
どう打つ？この傾斜
どう打つ？このラフ

どう打つ？このバンカー
どう打つ？この状況

狙う！FW・UT
アイアン上達法

パター
プロ級スピン技
ドロー＆フェード

3打目勝負
練習場での練習法

ラウンドレッスン
トッププロのレッスン

スイング理論
3か月で80切り
明日は100切り
ビギナー基本

WOMAN・レッスン
WOMAN・バラエティ

ギア情報
素顔の女子プロ
ゴルフバラエティ

ラウンドバラエティ
USLPGA公式
オトナのゴルフ

女子プロお宅訪問
小平智PGA転戦記

ALBA・パー雑誌連動
SPECIAL

3,000本を超えるコンテンツがレベル・状況別など
36ch、150カテゴリー以上に細かく分類されているの
で、あなたの「観たい」がすぐ見つかります。

年齢とともに飛距離が落ちてきた
けど、まだまだ飛ばしを諦めたくな
い！

プロのようにグリーンでキュキュッと
止まるスピンアプローチが打ちた
い!

トーナメントでよく見るプロゴルファ
ーって、普段は一体どんな生活を
送っているの?

Premium
サービス（ （490円（税抜）月額

今なら申し込み月は無料
キャンペーン実施中

50歳からの飛ばしch

プロ級スピン技ch

素顔の女子プロch

トッププロ直伝レッスンでライバルに差をつけよう！ 【ネクストヒロインゴルフツアー】

  アプリはこちらからダウンロード

レッスン・バラエティ/オリジナル動画3,000本以上VIDEO3チャンネル/24時間見放題TV

あなたの「観たい」がここにある



あなたの“観たい”がすぐに見つかる
24時間見放題!
テレビチャンネル

1ch
2ch

3ch

いつでもどこでもゴルフ動画見放題
ツアープロや、予約でいっぱいのティーチングプロが多数出
演。プロ直伝のレッスンでライバルを引き離そう。また、密着
ドキュメントでは普段見れないプロの以外な素顔が!?

トッププロのレッスン、最新ギア
情報、ゴルフ好き有名人ののラ
ウンド番組など、あなたのゴル
フライフを盛り上げる番組をノ
ンストップで配信

トーナメント中継だけを集めて
24時間配信

新番組続々更新中
【 バ ラ エ ティ】 密着ドキュメンタリーで素顔のプロに迫ります！ 【 レ ッ ス ン 】
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健康をテーマに日々の生活に
取り入れられる様々な情報を発信

ヘルシーボディヘルシーボディ

ヘルシーマインドヘルシーマインド

Vol. 2
腸活を意識して発酵食品をとる

ヘルシーマインドとヘルシーボディで
素敵なライフスタイルを手に入れよう
ヘルシーマインドとヘルシーボディで
素敵なライフスタイルを手に入れよう
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腸活を意識して発酵食品をとる腸活を意識して発酵食品をとる

　健康を意識した時に腸内環境を整えることが大切というのは聞いたこと

がある人も多いと思います。

　人間の腸内には約 100 兆個の菌がすんでいます。生まれたての赤ちゃん

の腸は 99%が善玉菌に占められていますが加齢とともに悪玉菌が増えてい

きます。

　腸の中の善玉菌の割合を増やすことで腸内環境が整い、体の免疫力が高

まり、便秘解消やそれに伴うダイエット効果、肌トラブル解消などたくさ

んの体にいいことが期待できます。

　そこで今回は腸内環境を整えるのに効果的な発酵食品に注目したいと

思います。

Vol.2

　メカニズムとしては食品が腐敗することと同じですが、発酵と腐敗の大

きな違いは食べられる菌かどうか、というところです。

　発酵食品には生きた菌がたくさん含まれいます。乳酸菌、麹菌、酢酸菌、

酵母菌など様々な種類があります。日本人に馴染みのある発酵食品の多く

は大豆を使ったもので醤油、味噌、納豆やそのほかに漬物、日本酒、みり

ん、酢などがあります。海外生まれの発酵食品にはヨーグルト、キムチ、チー

ズなどがあります。

"発酵 "
とは 食品に含まれる成分を菌が分解して新たな成分へと変化した状態
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　菌が腸内で活動できるのは 3～4日程度とされています。調味料に味

噌や醤油、酢を利用したり、間食にチーズやヨーグルトをとるなどする

のも良いです。

毎日続けてたべる

酒粕＋味噌
　日本酒を醸造する際にできる酒粕にはビミンB群が豊富に含まれて

おり、糖質や脂質、タンパク質の代謝を高めてくれます。

　緑黄色野菜を入れた粕汁にすると、野菜のビタミンＡ、ビタミンC

に加え味噌のビタミン Eも加わり高い抗酸化作用が生まれて肌を若返ら

せてくれるようです。

ヨーグルト+甘酒
　乳酸菌豊富なヨーグルトに合わせたいのは、米麹を発酵させた甘酒。

甘酒はブドウ糖やオリゴ糖、ビタミンB群など栄養価が非常に高く、

効率的にエネルギーに変換されます。ヨーグルトとあわせることでその

相乗効果によって大腸の働きが良くなり便秘解消に役立ちそうです。

キムチ+納豆
　納豆菌には脂肪代謝をサポートするビタミンB2が豊富、そこに乳酸
菌が豊富なキムチを組み合わせるとより高い整腸作用が期待できます。

発酵食品の上手なとり方と注意点

１

種類の違う発酵食品を組み合わせる2

＋

＋ ＋
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　発酵食品の作る菌のほとんどが熱に弱いため、加熱せず食べるという

ことも大切になります。そこに含まれる酵素もまた熱でその働きを失っ

てしまいます。

なるべく生の状態で食べる

　麹の短所は糖質が多いこと。そのため、血糖値が高い人や普段から甘

いものをよく食べる人は要注意です。

　そこで、食物繊維と一緒にとることで血糖値の上昇を抑える働きをし

たり、食物繊維が善玉菌のエサになり、腸内環境のバランスを整えてく

れるのです。

食物繊維などと一緒に食べてさらに効果アップ4

3

　漬物、チーズ、味噌など、発酵食品には塩分やうまみの強いものが多

く、ついたくさん食べてしまいがちです。

　しかし、いくら体に良いと言っても、過剰摂取は塩分の摂り過ぎにつ

ながり、高血圧や腎機能を低下させる原因となります。

　小皿に取り分けて食べる、調味料は計量するなどして、食べすぎに注

意しましょう。

食べ過ぎに注意する5



　普段から自然と口にしているこれらの発酵食品ですが、さらに意識して取り

入れるようにしたいですね。

　いつも飲んでいるお味噌汁に野菜をいっぱい入れて作ると、お味噌と野菜の

だしの旨みによる相乗効果も生まれ、必然的に使用するお味噌の量も自然と減

塩になりますし、食物繊維を豊富に摂取することができます。さらに朝にお味

噌汁を飲むことは適度に体があたたまり、一日のスタートに必要なアミノ酸を

摂取できるのでその日のパフォーマンスを向上させてくれるかもしれません。

　この他、塩麹や醤油麹など発酵調味料を使ってお肉やお魚を漬けると食材柔

らかくしたり、旨味を引き出すなどの効果も得られます。

　毎日の食生活に発酵食品をうまく取り入れて、腸内環境を整えてみてはいか

がでしょうか？

ヨーグルト
＋

大根おろし

作り方

材料を全て混ぜる

ヨーグルトの乳酸菌＋大根おろしの水溶性食物繊維＋オリゴ糖が含まれるハチミツ
＝

高い整腸作用が期待できる

材料

ヨーグルト…20
0g

大根おろし…大さ
じ２

おすすめ

Recipe
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ハチミツ…大さじ
２





ブでも人気の高いタイレストラン！海に囲まれたモルディブ感をもっとも味わうことので

きる水上レストランとなり、波の音を聞きながら特別なお時間をお過ごしいただけます。
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