
もう、ダイエットは
いらない。⽇本の⼥性も輝け！

Last Chance 第5回で最後の
Intuitive Eatingコーチング・プログラム

10/20~12/8



痩せたいけど、苦しい。
鏡の前の⾃分が醜い。
ダイエットに失敗したこと、もう⼈に⾔えない。
⼦どもに同じ想いをさせたくない。

あなたは、⼀⼈じゃない



想像して、
ダイエットをしな
くてもいい⽣活。

⾃分の⼼も⾝体も⼤事に

好きな服を着れる

⾷と上⼿に付き合える

余裕を持った⽣活を

情報に振り回されず、気持ちよく持続可能な健康維持

⼈の⽬を気にしないで、ありのままの⾃分で

ただ、「美味しい」と思える⾷事

⼼も時間も余裕があると、世界が広がる
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1986年東京⽣まれ、カリフォルニア育ち。

⼈の健康と幸せに携わりたい想いから⽶国登録栄養⼠を取得し、8年間ロサンゼルスの病院で務める。ハリウッ
ドセレブが通う有名病院で臨床栄養副部⻑を務めていたものの、⼼のサポートが⽋けている医療職に不満を抱
えていた。

2017年、ヨガ講師（RYT２００）のトレーニングで⾃分と向き合った結果、社会的な正解を⼿放し、⾃分らし
く⽣きることが健康と幸せに繋がるとを実感し退職を決意。そこで、過⾷やダイエットで苦しんでいる⽅たち
へ向けて、⾝体に従って⾷べるインテュイティブ・イーティングのコーチングを開始。病院と違い、コーチン
グを通してクライアント⼀⼈⼀⼈としっかり寄り添い、短期間で成果がみられることができた。

 2020年ロサンゼルスから⻑野県に移住。⽇本でダイエットや摂⾷障害で苦しんでいる⼈が沢⼭いること、そし
てその⽅たちのサポートの少なさに衝撃を受けた。⽇本⼈⼥性にも⾃分軸で⽣き、本当の健康と幸せを⼿に⼊
れてもらいたい。そんな想いで現在コーチングを提供し、⽇本でインテュイティブ・イーティングを広める活
動を⾏っている。

About Mayuko



こんな⼥性に
⾷と⾝体と上⼿に付き合えるようになりたい
ありのままの⾝体を受け⼊れて、ボディイメージを改善したい
（でも、怖い！）
ダイエットとリバウンドを⻑年繰り返してきた
過⾷と制限の負のループから抜け出したい
ダイエットより⼤事なことに時間とエネルギーを使いたい
同じようなお悩みの⽅と繋がりたい

＊簡単に痩せたい！という⽅のためのプログラムではありません



インテュ・・・＃！＆＊＠って何？
インテュイティブ・イーティング、⾔いにくいですよね。⾔えなくても⼤丈夫！
Intuitive Eating (IE)はまだ⽇本では知られていない⾷事法。⽇本では必要無いか
らなんじゃない？と思うかもしれませんが、⽇本はいろんなことに遅れているの
は事実です。インテュイティブ・イーティングも、コーチングもそう。

簡単に説明すると、IEは⾝体に従って⾷べること。そう、最新のダイエットの情
報に頼るのではなく、本当は何を⾷べるとかいつ⾷べる、⾝体が教えてくれるん
です。今から⾝体の声を聞いて⾷べようと思うと、揚げ物とかスイーツを思い浮
かべるかもしれない。もちろん、練習が必要なこと。でもIEが出来るようになる
と、本当に体が欲しているものを⾷べて、満たされるようになるんです。我慢し
て、⾷べちゃって、罪悪感でいっぱいのループはもうやめよう。



インテュイティブ・イーティングとは
IEは海外では医療機関でも使われています。栄養指導、肥満⼿術後、摂⾷障害に
取り⼊れられている、科学的根拠ある⾷事法です。

ダイエットをしてもリバウンドしてしまうのが事実。どんなベテランな栄養⼠で
も患者やクライアントはダイエットに成功しても、結局戻ってしまいます。それ
は決して「成功」と呼べるのでしょうか。

万年ダイエッターや過⾷で悩んでいる⽅は、⾃分を責めたり精神的に追い込まれ
ている⽅が多いです。インテュイティブ・イーティングでは短期的なものではな
く、根本的に改善して持続可能な⾷習慣を⾝に着けるプロセスです。



プログラムの構成

① レッスン動画を観てセルフワーク

② MAYUKOのグループコーチング

③ LINEグループ 同じ悩みを抱えている⼥性たちと気軽な交流と

  サポート



プログラム内容
①IEを始める準備

②アセスメントツールを通して現在地を知る

③⾝体の感覚（内受容感覚）とコミュニケーションを取る練習

④ストレス⾷い、過⾷を根本的に改善

⑤マイルールを⾒直して、不要な制限を⼿放す

⑥⾃分の⾝体に合う⾷をみつける

⑦ボディイメージを改善

⑧復習



受講者のお声（アメリカ）

クリックして視聴

モデルのクロエはでボデ
ィイメージ、摂⾷障害を
抱えていました。個別コ
ーチングを通して、今ま
で⾷べられなかったもの
も⾷べることができ、あ
りのままの⾃分の⾝体を
受け⼊れられるようにな
りました。

https://www.youtube.com/watch?v=IreIBk7_fuk


受講者のお声（アメリカ）



�I have struggled with my weight and body image for as long as I can remember. I�ve tried all diets and weight loss
programs; you name it. My self-esteem had always been low and I had very rare moments where I felt comfortable in
my own body. As a dietitian, I put an immense amount of pressure on myself to live, eat, and be a certain way when it
came to my health and body image just because of my profession. That pressure became so toxic, it led to disordered

eating habits. I restricted, binged, over exercised, and became so fixated to transform my body into an unrealistic
size. The vicious cycle needed to stop and that�s where I connected with Mayuko and learned about her intuitive

eating program.

Through Food Liberation, I felt our sessions were individualized for me and only me. Mayuko was able to be patient
and simply listen and meet me where I was in my journey. We worked through difficult conversations that I couldn�t
even open up to therapists. We were able to build a great relationship and rapport with one another and at the end of
the program, I was able to achieve FREEDOM! Freedom from diet culture. Freedom from shaming my body. Freedom

from weight stigma. And most importantly, freedom from my OWN insecurities. 
In this new chapter of my life, I can now nourish myself without restrictions, appreciate my body for everything that

it capable of, and confidently say I have the tools to continue working on the best version of me. Because of this
experience, I felt empowered to help others like myself and those that could relate.� 

- Kristina

同業の管理栄養⼠のクリスティーナは⻑年ボディイメージに悩まさ
れてきました。カウンセラーにも話せないこともこのプログラムで
話せることが出来て、最終的には⾃由を⼿にいれました。⾃分の⾝
体を受け⼊れて、制限なく必要な栄養を取り⼊れ、⾝体のことを感
謝できるようになりました。今後、同じように悩んでいる⼈を助け

ていきたいと思えるようになりました。（省略）



受講者のお声（⽇本）

クリックして視聴

https://youtu.be/lNsLucbCL7s


「みなさんが⾃分のことを惜しみなくシェアしてくれたので、⾃分だけでは
ないんだ！と励まされネガティブな⾃分と向き合うことができた。

初めは楽しく⾷べたい！と思って申し込んだのに、講座で⾷事を通して⽣き
⽅や価値観が変わった。変わったというより本当の⾃分を掘り起こしてもら

ったような感じだった。
 義務教育で習いたかった。」

 
Mさん、40代⼥性



「受講後半から過⾷頻度はかなり減り、胃腸への負担も減ったようでなんと
なく具合が悪いという⽇も減り⽣活しやすくなりました。

    
グループで受講することは⾃分をさらけ出すことなのでとても勇気が必要で
した。ですがすぐに⼀⼈ではないと⼼強さを感じることができました。」 

 
Emikoさん、30代⼥性



「⽣きづらさやストレスの原因がわかり過⾷が減り、気持ちや⽣活に余裕が
⽣まれ⼈間関係がよくなり、⾷べる事以外への興味が湧いてきた。好きな物
が⾷べられる上に過⾷が減りストレス太りが解消され、疲れ易さ、不眠が軽

減した。」
 

まきさん、40代⼥性
 



各⾃でワークをして、週1回のオンラインサポートに参加してもらいます。
 

インテュイティブ・イーティングは知識があっても、メソッドではないため、簡単に⾃分で実践
できないことがあります。

 
当講座はMAYUKO独⾃のプログラム。受講者の質問を⼀つ⼀つ答え、⼀⼈ひとりカスタマイズ

していきます。その⼈に合うアプローチを⼀緒に考えていくということです。
万が⼀⽋席の場合は、アーカイブを⾒てもらいます

 
その他の時間はLINEグループで他の参加者と気軽にシェアが出来ます。同じような悩みと⽬標

を抱えている⽅と 安⼼してサポートし合えます。

Coaching Program



Intuitive Eating
Coaching Program
10/20~12/8/2022

受講料 65000円
お申し込みはこちらから

mayukookai.com

Last chance! 
当プログラム5回⽬で最後となります！

https://mayukookai.wixsite.com/ie102022/%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF

