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3週間で⾒た⽬すっきり-3kgBODY 
春までに⾷べてスルッと出す!

Copyright2014～2018 欲張酵素美人® All Right Reserved

便秘、むくみ、冷えの悩みもタイプ別にプログラム 
多くの成功事例からあなたの食べ方が 
絶対見つかる！ 
そんな方法あったら知りたくない？

     マンガで解説！！

-13㎝

　　　　　　　　　　　　　　　私の時は2ヶ月でウエスト-13㎝
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リアル対面相談も 
大歓迎です！

通常 32,400円のところ、 
読者様限定特典で 

無料でご招待！

 2

読者さま限定特典

こちらをクリックしてください

①スルッとパスタ ②あなただけの 
オジジナル診断

③成果事例から選べる 
食リズム提案

3週間で⾒た⽬すっきり-3kgBODY 
あなたの⾷べ⽅が 

絶対に⾒つかる個別相談会

多くの成功事例 

から⾃分ができる 

モノを選ぶ！

http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf

レシピプレゼント! 目からウロコと評判な!

　　　　　 期間限定 
オンラインzoom

兵
庫 　　佐賀

　　愛知

熊
本

　　愛知

http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf&pdf
http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf
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どうしたら 
「食で感動を与え多くの人に 

豊かさを手渡す」ことができるのか？ 
そのためにはまずは自分が誰よりも 
「食で感動しもっとmotto! 
欲張りになるコト」 

健康食ブームで食事法が数多くあふれる中  
自分の体に必要な食べ方を実践できるプログラム 

それが 
食リズムパフォーマンス 

プロジェクト 
    　　

個⼈が⾷で⼤切な⼈をおいしい笑顔に
することができれば世の中が変わる！
⼥性がいつでも健康でパワフルでいれ
ば家族が⼤切な⼈が地域が社会が世の
中が豊かになる！ 
つまり⼥性が⾃分にあった⾷べ⽅ 
⾷リズムを⾝にまとうことができれば
世の中がもっと豊かになる！ 
それを⼿渡していくStep upする  
プログラムそれが 
⾷リズムパフォーマンス講座です。 

欲張り酵素美⼈プロデューサー  ⽥邊美和
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39歳で発症した更年期障害や更年期うつを
食で解消し、また更年期太りで太ったカラダ
を3ヶ月半で13kgのダイエットに成功させ  
その経験の記録で欲張り酵素美人®を創りま
した。その時の写真の変化をご覧ください！

皆
さ
ん
は
じ
め
ま
し
て
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邊
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和
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す
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張
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酵
素
美
人
プ
ロ 
デ 
ュ 
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私自身が39歳から 
更年期太りで１３キロ増え 
な・ん・と、３年半で 
３８９万円をもつぎ込み 
ダイエットに奔走して 

迷走した経験者なのです。

-13kg

むくんでパンパンな 
お顔の更年期から

お顔もカラダも 
すっきり美⼈へ
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2月の寒い夜。ある会社の帰り道にて…

   私は連休の暴飲暴食で 
   お腹が重いわ～

ううっ、寒っ！冷えるー！ 
会社でも暖パン欠かせない…

私なんてお正月３キロも増えちゃって
体重戻らずむくみひどいの。

私また風邪気味で… 
お先に失礼します…

まさみ（３５） 
冷え

香織（３８） 
風邪ひきやすい

美穂（４９） 
便秘めぐみ（４２） 

むくみ

寒いから鍋でも 

⾷べに⾏く？！

たくさん食べたら 
元気になるかな…

熱燗も♪ 
しょうが紅茶も

〆はコタツで 
アイス⾷べたい♪
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それじゃ、ますます 
冷えるし、むくむし、 
お通じ悪くなるし、 
⾵邪もひきやすく 
なるわよ！ 
ダイエットなんて 
もってのほかよ！！

3
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を
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一
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欲張り酵素美人？ 
食リズム？なに、それ？

そもそも 

酵素って知ってる？

き、聞いたこと位は…

なんか体に 
いいらしいですよね… 
酵素ドリンク 
とか…？

新⼿の保険の勧誘かしら・・・

食べたものを 
消化分解

要らないもの
は排便する

必要な栄養を
カラダに巡らす

そして免疫力
を上げる！

酵素はタンパク質、脂質、炭⽔化物などと並ぶ 
栄養素の⼀つで、４つの働きがあるのよ！

動きで覚える！酵素の４つの働き
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どれだけ良質な栄養をとっても、 
酵素の働きがないと・・・

全ての不調は消化不良が根源 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

と⾔っても過⾔じゃないの！ 
あなた達のむくみや肩こりも、 
消化されてない毒素なのよ！
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ちなみにあなた、1日に何回　　　してる？

え？！何いきなり？！ 
ちゃ、ちゃんと１日１回は出てますけど！

１日２～３食を食べて、出すのは１回。 
じゃあ、残りはどこに行っちゃったんでしょう？

え？！・・・・・ 
まとめて出てるんじゃ・・・
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あなたのぽっこりお腹も、つまりは 

冷えむくみ便秘は＝毒素

!!

ここで残念なお知らせです。 
出ていない分は、消化も吸収もされず、 

36歳以上は毒素として全身を巡るのよ！

ブブー！
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むくみ

便秘

冷え この3つの 
原因は？

毒
素
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え？！もしかして私一生懸命運動してるけど 
それでは効果がないってことなの？ 

運動すると代謝は上がるけど、 
消化は上がらないの。
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つまり、今のあなたは出す力不足よ！

えーー？！ 
代謝を上げれば痩せると思ってたのに運動し
てもダメなんて・・・どうすれば良い

食べて代謝が上がるってことですか？ 
食べるのに消化が良くなるってこと？！

このまま放って
おくと 

生活習慣病の原
因に！
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そのために食リズム！ 
﹅ ﹅ ﹅ ﹅

毎日の食べ方や 
生活のリズムで 
体の中の使える酵素を 
増やしていく事ができます。

体型体質別に４タイプがあって、 
適した⾷べ物も⾷べ⽅も違うのよ！ 
診断シートをプレゼントするから、 
チェックしてみてね！

私も⾷リズム欲しい！ 
何を⾷べたら良いの？

だから、溜まった 
毒素を出すには、 
消化を良くして、 
﹅ ﹅

代謝を上げること！
﹅ ﹅
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体型体質別診断シート 
あなたの体質に合った⾷リズムを⼿にするには４つのタイプ別診断チェック！

好きな⾷べものでわかる不⾜酵素チェック    

洋ナシ      りんご      マンゴー      バナナ

 　お腹がすいたとき・疲れた時  
 　無性に食べたくなるものにチェックして 
 　ください。一番多いのはどれでしょう?

⬜⽜乳 
⬜ヨーグルト 
⬜プリン 
⬜その他乳製品

⬜チョコレート 
⬜ケーキやパン 
⬜清涼飲料⽔ 
⬜⽩⽶やうどん

⬜から揚げ 
⬜⾁・ソーセージ 
⬜卵 
⬜ナッツ

⬜ジャンクフード 
⬜ドーナツ 
⬜スナック菓⼦ 
⬜味の濃いこってり系

各タイプについて次からのページで簡単にご紹介するわ。
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体型体質別診断シート 
あなたの体質に合った⾷リズムを⼿にするには４つのタイプ別診断チェック！

好きな⾷べものでわかる不⾜酵素チェック    

洋ナシ      りんご      マンゴー      バナナ

 　お腹がすいたとき・疲れた時  
 　無性に食べたくなるものにチェックして 
 　ください。一番多いのはどれでしょう?

⬜⽜乳 
⬜ヨーグルト 
⬜プリン 
⬜その他乳製品

⬜チョコレート 
⬜ケーキやパン 
⬜清涼飲料⽔ 
⬜⽩⽶やうどん

⬜から揚げ 
⬜⾁・ソーセージ 
⬜卵 
⬜ナッツ

⬜ジャンクフード 
⬜ドーナツ 
⬜スナック菓⼦ 
⬜味の濃いこってり系

チェックがいろいろ入る場合は混合タイプかも知れないね！
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洋ナシタイプはこんな⼈             
脂肪分解酵素が不足→脂質の栄養を摂りにくい！ 
→「油とってー！」と脳から指示→「脂っこいもの食べたい！」

オススメの食べ物：良質の油、アボカド、とうもろこし、 
大根、きゅうり、セロリ、海藻など。
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りんごタイプはこんな⼈             
タンパク質分解酵素が不足→タンパク質の栄養を摂りにくい！ 
→「タンパク質とってー！」と脳から指示→「肉食べたい！」

オススメの食べ物：低脂肪の植物性タンパク質（納豆、豆腐） 
タンパク質分解酵素を含む野菜や果物  
（きのこ、海藻、パイナップル、パパイヤ、りんご）
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マンゴータイプはこんな⼈             

オススメの食べ物：高タンパク（卵、豚肉） 
炭水化物分解酵素を含む果物や野菜（小松菜、山芋、大根、りんご 
                                                   オレンジ、ぶどうなど）

炭水化物分解酵素が不足→炭水化物（糖質）の栄養を摂りにくい！ 
→「糖質とってー！」と脳から指示→「甘いもの食べたい！」
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バナナタイプはこんな⼈             

オススメの食べ物：生野菜やくだものたっぷり。発酵食品 
乳糖分解酵素を含む果物や野菜（大根、オクラ、にんじん、トマト 
                                    玉ねぎ、バナナ、キウイ、パイナップル）

乳糖・酵素全般分解酵素が不足→栄養全般を摂りにくい！ 
→「栄養いっぱいとってー！」と脳から指示→「いっぱい食べたい！」



Copyright2014〜2019 欲張酵素美⼈® All Right Reserved  23

私は 

⽢いものや 
炭⽔化物が 

大好きで 
ストレス多い 
マンゴータイプ。

私はズバリ、 

⾁⾷⼥⼦で 

お腹ぽっこり 
腰痛持ちの 
りんごタイプ。

私は 

スナック菓⼦ 
や揚げ物が 
大好きで 
むくみやすく 
下半身太りの 
洋ナシタイプ。

私は… 

痩せの⼤⾷い 
でいつも 
体調不良な 
虚弱体質の 
バナナタイプ。

みんな、自分のタイプは分かった？ 
どれか選べない方、2つ3つの混合タイプ
もあるので個別相談で教えますね！
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体質はわかったけど食リズムはどうするの？？

一人一人、自分の体質に合った食べ方とリズムが 
あるのよ！みんなは健康の知識を知りたがるけど 
もっと自分のカラダを知ることが一番大切なの！ 
あとは自分に足りないものを足すだけ！

ではな
く・・

・

食べ方 
リズム

何を 

食べる
か

⭕

❌

糖質制限、グルテンフリー等、何を食べるかでなく、 
食べ方とリズムを整えてカラダを変えるメソッドなの
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自分にあった食べ方を変えて 
食リズムでどうパフォーマンスや 
カラダが変わったのかリアルな声！

!25Copyright2014〜2019 欲張酵素美⼈® All Right Reserved

欲張り酵素美人® 
体験談インタビュー

始めて3日で毎日すっきり！
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   大きさもニオイもそれはすごい！ 
    他にはどんな変化がありましたか？

  欲張り酵素美人を知ったきっかけは

【体験談①食リズムで1ヶ月でウエスト-5㎝！】
高橋美葵さん（29歳）欲張り酵素美人インストラクター

便秘改善の腸もみサロンを経営していて、  
腸もみだけでは便秘の改善は厳しいという現実に直面した時に、 
「食リズムで腸内を整える効果がある」と美和先生のマンガ 
電子書籍で知り、まずは食べ方とリズムを変えたら便の質が 
変わりました。大きさが増してニオイもなくなり回数も増え驚き 
ました！

はい、自分でもビックリしました。そして何よりウエストが 
マイナス５センチに！ それと一番はサロンのお客様から 
明るくなったとお褒めの言葉をいただき、酵素を摂り入れ
る食べ方の食リズムに興味を持ってくださる方が多く、早
くも体験会を熱望いただいています。  
早く皆さまにお届けしたくってすごく  
うれしくってワクワクします！
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 食リズムパフォーマンス講座で解決した 
ことは？

便秘に悩む方、食事の正しい食べ方を知らない方、毎日継続して 
体に良いものを摂りたいと考えている方に是非オススメします。 
便秘は諸悪の根源、元気玉には栄養がたくさん詰まっているので 
栄養バランスを整えたい方にはもってこいです！

どんな人に食リズムパフォーマンス講座を 
オススメしますか？

人は食べたもので体がつくられる！わかっていた 
つもりでしたが、欲張り酵素美人では体質別に自分 
にあった食べ方をすることで、なかなか解決できなかった悩みが 
解決できること！を体感しています。多くの方の事例があり、 
いろんな情報が得られるので簡単で楽しく継続される理由に納得！ 

家族も食べてくれるの？

健康にいいからと無理強いするのではなく、 
私が楽しそうにやっていることに興味を持って 
くれて、毎朝のスムージーはほぼ完食しています。 
子どもと一緒に楽しめるっていいですよね！

高橋美葵さん（29歳）欲張り酵素美人インストラクター
【体験談①食リズムで1ヶ月でウエスト-5㎝！】
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 なってから何に一番変化がありましたか？

  インストラクターを 
   目指すきっかけは？

【変化成長②本気になってやったら2週間でウエストが！】
奥田麻衣さん（41歳）欲張り酵素美人インストラクター

防災と経済学を専門分野として大学で授業を 
していますので、自分の専門分野と欲張り酵素の良いところを  
組み合わせると、面白いことが出来そうだとワクワク  
したからです。美和さんの個別相談で私の想いを伝えたところ、 
美和さんが長年温めてきたやりたいことと一致していて驚きま 
した。

食と生活のリズムに変化がありました。 
野菜をたくさん食べるようになったこと、生活が朝方 
にシフトしつつあることが大きな変化です。

食とリズムを変えた
ことで、午前中に動
きやすい体になって
きました。 
そしてその後、驚き
の結果が出ました！
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【変化成長②自分の生活が全部シゴトに！】
奥田麻衣さん（41歳）欲張り酵素美人インストラクター

奥田さんは今、オールインパッケージの記録の体験会
ドリルのステップを確実に進んでいます！ 
集客もFacebookのマテリアルコレクションドリ 
ルで自分のファンを創る投稿で着実に 
増えています！また今回のダイエット体験会に  
早くもお問い合わせが来ています。楽しみですね！

今一番楽しいコトは何ですか？

自分の生活全部が「シゴト」となってい 
こうとしていることです。生活全部がシゴトに 
なるということがイメージでき始めて来て、  
今の自分がやることが明確になりました。 
欲張り酵素の研究をすることが一番楽しい。

私のタイプは洋ナシタイプで 
どうしても下半身に毒素が 
溜まりやすいんですが、ある 
食リズムを入れたらたった 
2週間でスルスルウエストが 
7.3㎝！ヒップが3㎝と細く 
なって、改めて自己流ではなく 
食リズムって大切だと思います！
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かないよしえさん（３３歳）会社員 

最初作ったときは手間かも？と思いましたが、 
「手抜きするところは手を抜く分、手をかけるところ 
   はやる」という美和先生の言葉にハッとしました。     
今はパックができて、すごく便利でいつでも温かいご飯が 
食べられる！時間をおくほどモチモチ感UP！ 
アボカド、納豆、生卵をトッピングした丼は 
夕飯の定番！これだけでお腹が満たされます 
玄米は貧血の原因になると聞いたことがあり 
控えていたのですが、メリットデメリット 
を聞き。知識も大事ですが、自分に合うか合わないのか、 
まずはやってみる！姿勢が大切だと気付かされました。

自分のことが後回しになってしまってるママさん 
何かと忙しいママさんに、実はオススメ！ 
自分で何種類も揃えるのはハードルが高くても、パックなら簡単♪ 
バランス良く何品も…としなくても、これとお味噌汁があれば
立派なご飯になります。食リズムも自分にあったやりかたが
あるので是非まずは個別相談をオススメします！

【体験談③身体的にも精神的にも、お守り的な存在】

    よくばり元気玉はどうでしたか？

どんな人に食リズムパフォーマンス講座をお勧めしますか？どんな人に食リズムパフォーマンス講座をお勧めしますか？
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【体験談③朝スムも元気玉も食リズムが歯磨きに】
かないよしえさん（３３歳）会社員 

美和先生メルマガ 
どでかい元気玉のおにぎりを持った写真が 
印象的でした！  健康にいいもの独学でも情報収集していまし  
たが、欲張り酵素美人に入って、小冊子で作り方や各具材の効能を  
知りそれらがほぼ含まれていて【最強のご飯】だと感じました。

 定番の朝ご飯ができ食リズムが自然に整いました。 
                            生活のリズムの時間割もできるところからで、 
                            私はまず、朝日を見る習慣を平日の会社出勤で 
                            定番のよくばり元気玉おにぎりを食べながら！ 
                            リズムを変えるだけで自律神経も整い、ホルモ 
                            ンバランスまでも影響するなんて正直驚きまし 
                            た！身体的にも精神的にも、食リズム
でパフォーマンスがしっかり上がってきました！

最強のご飯嬉しいね～！ありがとう！ 
食リズムパフォーマンス講座で 
どんな悩みが解決できましたか？

  欲張り酵素美人を知ったきっかけは
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たったこれだけ 
わずか20分足らずで

体型体質別の必要な 
副菜が4品常備菜2品

体型体質別でメニューをフォーカス！

 32



Copyright2014～2018 欲張酵素美人® All Right Reserved

理論を学ぶのではなく、 
自分のカラダに起きている問題の 

なぜ？を理解するだけ！

グループでディスカッション 
するのでみんなの事例が真似びに！

 33
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「えっこれだけ？カンタン！」 
「これレシピ見なくても作れる！」 
って一緒にワイワイ楽しく！

おしゃべりしながら 
あっという間に作れてしまう 
リアル講座も6H→３Hに短縮！
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帰りに買い物して 
即お家で作ってしまう 
美味しさと簡単さ！

リアル講座は美味しく食べる！ 
みんなのシェアを参考にする！
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食リズムでパフォーマンスを上げる 
ヒントやコツを

オンラインで繋がる食リズム 
動画で繰り返し観れるので 
自宅で自分の好きな時間に！

!36
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Step①motto!欲張り酵素美⼈専⽤サイトで毎⽇情報Get!

Step②⾷パフォメンバー専⽤90⽇間ステップメルマガ

Step③⾷リズムパフォーマンスリアル実践

               ⾷パフォupさせるヒントやコツを  
              動画で⾃由に学ぶオンライン講座

カリキュラムが 
ステップになっていて 
知識よりも実践型で 

体感を重視！
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単発レッスンでは悩みの解決までは難しいの。⼈が変わ
るには正しい⼿段・環境・時間が必要。

だから私は、「酵素料理」ではなく、 
⾷リズムパフォーマンスというメソッドにまとめて
プログラム化したの！

⼿段 環境 時間

グループ環境で作って、学ぶのは 
動画だと時間有効的だわ
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私の０からの記録が今や、⽣徒さんやイン
ストラクターメンバーの成果事例へとどん
どんスピードでアップしたので、もっと
motto!シンプルに楽しくするためにさら
に全体のプログラムを⾒直して⾷リズムプ
ロジェクトで2019年スタートしました！

ご⾃⾝の悩み解決からスタートし
てるんですね！！

39歳で更年期元気⽟との出会い研究・実践

記録

メソッドに

ビジネスに 仕組み化 伝承

記録
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女性が自ら自由に選択できる人生を送って
欲しいと、心から願ってこの食リズムパフォー
マンスプロジェクトを創ったの！

女性が選択できる人生を！

未来の子どもに選択させてあげられる人生を！

私は20、30代の時に、お金がない、仕事がない、美健康 
を失う、という体験をして、どれも大切！と痛感したの！ 
だから今度は私だけでなく、多くの女性にパワフルさと豊かを 
両立できる働き方を手渡し選択できる人生を歩めるように
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私がシゴトをやる強い理由はね！ 
女性が自ら 

選択できる人生を 
歩み、歩ませること！そのためにこの 
食リズムパフォーマンス 
プロジェクトを創ったの！

私のミッションとは 
女性が男性社会で無理をして働くのではなく 
これから人生100年時代に必要とされる 
【エイジレス】を【食リズム】で 
美しくパワフルなカラダを継続し続ける 

環境を創るコトとそれを 
人にも伝えていける仕組みを創り 
全国に世界に拡めるコト！ 

 
それをやりたい！って 
仲間を探しているのよ！

    食リズムパフォーマンスで目指す世界観は・・・
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やるから 
できる!

できるから 
やるのでは 
なく

さあ～あなたはどうする？今の現状は 
過去の延長線上にあります！ 

未来を変えたければ、『今』変わらなければ！

⭕❌

食べ方革命



Copyright2014〜2019 欲張酵素美⼈® All Right Reserved !43

2月にインストラクターメンバーとハワイに行きます！ 
ただ遊びに行くのではなく、食の研究もしてきます。 
ハワイからもいつもと変わらず 
食レポを楽しみながら皆さんに発信していきますね！ 
来年はぜひ一緒に行きましょう！

Hawai
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旅をして、いろんな体験をすることが自身の研究に
なり、それを発信する事で新しいファンがどんどん
出来ていくー。そんなワクワクする未来も、まずは
あなたの食べ方の選択から始まります！

個人が食で大切な人をおいしい笑顔にするこ
とができれば世の中が変わる！女性がいつで
も健康でパワフルでいれば家族が大切な人が
地域が社会が世の中が豊かになる！ 
つまり女性が自分にあった食べ方 
食リズムを身にまとうことができれば世の中
がもっと豊かになる！ 
次はあなたの番です。まずは個別相談で 
あなたの食べ方見つけてくださいね！
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リアル対面相談も 
大歓迎です！

通常 32,400円のところ、 
読者様限定特典で 

無料でご招待！

 45

読者さま限定特典

こちらをクリックしてください

①スルッとパスタ ②あなただけの 
オジジナル診断

③成果事例から選べる 
食リズム提案

3週間で⾒た⽬すっきり-3kgBODY 
あなたの⾷べ⽅が 

絶対に⾒つかる個別相談会

多くの成功事例 

から⾃分ができる 

モノを選ぶ！

http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf

レシピプレゼント! 目からウロコと評判な!

　　　　　 期間限定 
オンラインzoom

兵
庫 　　佐賀

　　愛知

熊
本

　　愛知

http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf&pdf
http://ko-nen-ki.com/?page_id=7310&pdf
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次回無料電子書籍予告 
食パフォメンバーによる 

2019年 桜Smileスムージー
昨年のベスト３をご紹介！ 

今年はどれが選ばれるかな？

Coming Soon

欲張り酵素美⼈ファンによる 
桜smileスムージーレシピ
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〇ックシェイクより美味しくて 
体に良い！チョコアボスムージー

【欲張り⾷材】 
バナナ１本 
アボカド1/2個 
ココアパウダー⼤１〜
２(ここは適当)  
⾖乳１0０cc 
酒粕１０g 
レモン汁 適宜

これはスムージーというよりは、 
もはやムース？ 
そのなめらかな理由はアボカドなんです！ 
アボカドは森のバターと⾔って、その脂質が 
栄養満点でもあります！ 
でも１⽇1/2個までですよ〜！  
⾷べごたえも腹持ちも抜群です。                                              
しかもファーストフードより安⼼美味しい。 
そうマックシェイクより断然おいしいです！                                      

🌸

🌸

🌸

🌸

読者人気 No,1🌸 🌸
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桜の⾹りでリラックス♡ 
smileスムージー

【欲張り⾷材】 
バナナ１本 
⼤根輪切り１㎝ 
いちご３粒 
桜の塩漬け適量  
(塩抜きして) 
⾖乳１００cc 
酒粕１０g

桜の⾹りには、なんと！ 
ポリフェノールの⼀種でアロマのような 
リラックス効果がある物質が含まれています♪ 
桜のエキスは糖化も抑えてコラーゲン⽣成も‼ 
お肌がぷるっとなり⾎流も良くなります。 
桜の塩気がたまらない、春を感じる 
桜smileにまさにぴったりなスムージーです！ 

🌸

🌸

🌸

🌸

読者人気 No,２🌸 🌸
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サクラサク！ 
春のお花⾒スムージー

【欲張り⾷材】  
バナナ １本  
菜の花 ２本  
⾖乳 80cc 
レモン汁 ⼩さじ１  
飾り⽤イチゴ１粒

春といえばお花⾒！ 
花粉が怖くて・・・な⼈にも 
グラスの中で春を楽しんでいただける 
⽬にも楽しいスムージーです。 
⽣のままの菜の花も、 
バナナと合わせることで 
⼦供も美味しく頂け、 
さらに粘膜の炎症を抑えちゃいます。

🌸

🌸

🌸

🌸

読者人気 No,３🌸 🌸
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ハイ 
　　　　　　　　　　　　　

今年はあなたも 
ハイパフォーマンス女子
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著者：田邊美和プロフィール

22才で結婚！23才で長男25才で次男を出産、 
そして26才で離婚！ 
以来15年間シングルで息子二人を育てるために 
フルタイムで働く日々。 

ファミレスのジョナサンでその後当時では 
まだ少ない女性マネージャーになり、約10年間 
勤務。男性社会を必死に働き結果カラダを壊
して転職を！次に選んだのは不動産の営業職。 
 

結果、1年でトップセールスマンとなり 
役職も係長から課長まで昇進し、 
年収もジョナサン時代の5~6倍の3,000万円を達成！
そこでの縁で、現在の夫と再婚！ 
幸せいっぱいの40才を迎えて待っていたのは・・・ 
流産3回と原因不明の体調不良。 
今までの不規則な生活が引き起こしたさまざまな 
不定愁訴からプチ更年期との診断に悩み苦しみ、 
週5日の病院のはしご。必死で解決法を探る日々。 

友人がつくってくれた 
”酵素玄米ご飯”から酵素のチカラに着目し、
酵素の協会で学びライセンス講師として本部校の 
講師を担当。
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学んだことを生かし自分の”更年期”に 
フォーカスした問題解決を 
シゴトにするため現在のビジネスを 
相葉光輝さんに師事し、 
欲張り酵素美人メソッドを確立し 
欲張り酵素美人プロジェクトを 
スタートし、2017年７月欲張り酵素美人® 
が商標登録されました。 
 
2,000人を超す個別相談、 
大人気レッスンは1,000人超す方が受講し、 
400名を超える生徒さん。 
現在180名が参加するコミュニティーを 
主宰する。 
 
健康とお金この２つを同時に解決する 
欲張り酵素美人食リズムプロジェクトとして 
４年間月商７桁の売り上げを創った記録をプログラムしています。  

”食で感動を与え、女性が自ら選択できる人生を 
 歩み歩ませること”という志で日本中に食リズムパ フォー 
 マーを増やすため、活動しています。

著者：田邊美和プロフィール
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法的事項： 
本教材、および収録されているコンテンツは、著作権、知的
財産権によって保護されていることはもちろんですが、購入ダ
ウンロードされたコンテンツは、あなた自身の美容・健康の
ために役立てる用途に限定して提供しております。 
教材に含まれるコンテンツを、その一部でも書面による許可
（ライセンス）なく複製・改変するなどして、またあらゆる 
データ蓄積手段により複製し、オークションやインターネッ
ト上だけではなく、転売転載、配布等、いかなる手段におい
ても、一般に提供することを禁止します。

免責事項： 
「伝説復活！ 春までに食べてスルッと出す！『マンガで分か
る！欲張り酵素美人®』無料プレゼント」では、私と私の生
徒さんが実際に活用し、実績のあったケースを掲載していま
すが、当然ながらその結果には個人差があります。 
本著作者はこの「伝説復活！ 春までに食べてスルッと出す！
『マンガで分かる！欲張り酵素美人®』無料プレゼント」を
使った結果に一切の責任を持つことはできません。 
 
Copyright©2014-2019  
欲張酵素美人® All Right Reserved 
2019年1月22日発行 
著者：田邊美和 び


