
HMＢサプリのダイエットは効果あるの？太

るのか瘦せるのかどっち？ 
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HMB サプリは、適切なタイミングに摂取することで、ダイエットにも

効果的です。ただ、HMB サプリを飲むだけで痩せることはできませ

ん。 

それは、次のような効果があるからです。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

上記にように、HMB サプリとは、筋肉をつける効果を高めたり、筋肉

の減少を抑えたりする効果があります。 

ようするに、筋肉を増やすことで痩せやすい体にすることができるの

で、ダイエットに効果的でと言えます。  

また、HMB サプリを飲むことで、筋肉の減少を抑えることができるた

め、リバウンドを防止することもできるのです。 



ダイエットを成功させるためには、体の筋肉を増やし、代謝を上げるこ

とが必要です。代謝を上げることにより、痩せやすく、太りいくい体を

つくることができます。 

HMB サプリは、筋肉をつけるために、サポートを行うってくれるサプ

リメントです。ただ、飲むだけでは、痩せることはできません。 

HMB サプリを飲み、トレーニングを行うことで、効果的に筋肉を増や

すことができます。ダイエットを成功させるためには、HMB サプリを

飲むことがおすすめです。 

何度も言いますが、HMB サプリは、摂取するだけでは、ダイエットを

することはできません。 

HMB サプリの効果を発揮するためには、トレーニングを行いましょ

う。トレーニングを行うことで、体の筋肉を効率良く増やすことができ

るため、痩せやすく、太りにくい体をつくることができます。 

HMB サプリを飲み、効率良くトレーニングを行い、早く理想の体を手

に入れましょう。 

HMＢサプリはダイエット効果がある 

コメントの追加 [ny1]: さっき述べたから重複している 

コメントの追加 [ny2]: 冒頭はそこまで長くなくてよ

い。興味を持たせてスムーズに本文に導入するように 



冒頭でも説明したように、HMB サプリはダイエットに効果的です。た

だ、飲むだけで直接痩せるわけではありません。 

ダイエットを成功させるためには、筋肉をつけ、筋肉量を増やすことが

必要です。 

筋肉を増やすことで、体の代謝を上げることができるため、痩せやす

く、太りにくい体をつくることができるのです。 

HMB サプリには、体の脂肪を減少させる効果はありません。そのた

め、HMB サプリを飲むだけでは、痩せることはできないのです。  

先ほどもお伝えしたように、HMB サプリには、次のような効果があり

ます。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

このように、HMB サプリとは、筋肉を効果的につけるためには、かか

せないサプリメントです。 



HMB サプリを摂取し、トレーニングを行うことにより、効率良く筋肉

をるつけることができます。、そして、筋肉をつけることで、ダイエッ

トを成功させることができます。 

何度も言いますが、HMB サプリを飲むだけでは痩せることはできませ

ん。ダイエットダイエットを成功させるためには、筋肉が重要です。 

HMB サプリを飲み、しっかりとトレーニングを続けていくことで、効

率良く筋肉をつけることができるため、ダイエットには重要なサプリメ

ントです。 

ダイエットを成功させ、かっこ良いボディーを手に入れるつくるため

に、HMB サプリを飲むようにしましょう。  

筋肉量が減らないため基礎代謝が落ちない 

筋肉と基礎代謝には、重要な繋がりがあります。筋肉量を増やすことで

基礎代謝量を増やし、太りにくく痩せやすい体作りができるからです。

しかし、1 度は耳にしたことがある、基礎代謝とは一体何なのでしょう

か。 

コメントの追加 [ny3]: こういう単語は検索するとーを

付けるのかつけないのかがわかる 



それは、人が生命活動を維持するために、必要となる最小限のエネルギ

ーのことです。人は体を動かしていないときでも、エネルギーを消費し

ています。 

例えば、以下のことです。 

  呼吸を行う  

  体内の内臓を動かす（心臓など）  

  体温を維持する  

体を動かしていなくても、このようなことに体のエネルギーは消費され

ています。 

また、基礎代謝とは、筋肉に比例して増減しており、筋肉が少なければ

基礎代謝も低く、筋肉が多ければ基礎代謝は高くなります。 

筋肉とは、体のエネルギーを最も消費します。筋肉が多いほど、体のエ

ネルギーも多く使用されるため、基礎代謝が上がり、痩せやすい体を維

持することができます。 

痩せやすく、太りにくい体を維持していくためには、筋肉の量を減らさ

ないことが重要です。ただ、普段の生活の中でも筋肉は、徐々に減少し

てしまいます。 



そこで筋肉量を減らさないためにも、HMB サプリを飲むことがおすす

めです。 

冒頭でも説明したように、HMB サプリには、筋肉の減少を抑える効果

もあるからでります。筋肉が減らなければ、基礎代謝も低下しないた

め、痩せた体を維持することができます。 

筋肉の減少や基礎代謝を落とさないためにも、HMB サプリを飲むよう

にしましょう。筋肉量が減らなければ、リバウンドも防げます。 

HMB サプリを活用し、理想の体を維持していきましょう。  

筋肉の合成を増やす効果がある 

HMB サプリとは、筋肉のつくる働きを助けるため、体内のタンパク質

の合成を促進する効果があります。 

HMB サプリを飲むことによって、筋肉の合成を増やすことができま

す。それは、筋肉をつくるための働きを助けたり、高めたりする効果が

あるからです。 

筋肉の源であるタンパク質を、体内で増やしやすくしてくれます。 

筋肉は、タンパク質で構成されています。筋肉を大きくしたり、増やし

たりするためには、タンパク質を摂取することが重要です。 



しかし、普段の食事からでは、効率良くタンパク質を摂取することは困

難です。 

そこで、簡単にたんぱく質を増やしてくれる HMB サプリがおすすめで

す。 

HMB サプリとは、筋肉のつくる働きを助けるため、体内のタンパク質

の合成を促進する効果があります。つまり、筋肉の源であるタンパク質

を、体内で増やしやすくしてくれるのです。 

体内のタンパク質が増えることで、筋肉をつくりやすい体にすることが

できます。 

トレーニング効果を増やせるためダイエットに最適 

また、トレーニングなどを行うことで、より効果的に筋肉をつくること

ができます。そのるため、HMB サプリはおすすめです。  

体内のタンパク質を多くすることで、筋肉を増やしたり、大きくしたり

するすことができます。体の栄養が足りなければ、せっかくきついトレ

ーニングを行っても、ムダになってしまいます。 

トレーニングやダイエットをムダにしないためにも、HMB サプリを飲

むようにしましょう。 



HMＢサプリのリバウンドしないダイエットの仕組み 

リバウンドしてしまう原因は、体が消費するエネルギー（カロリー）よ

りも、食事などで摂取するエネルギー（カロリー）が上回ってしまうか

らです。 

一般的にダイエットする場合、食事制限をする方は多いはずです。しか

し、食事制限とは、ダイエットに効果的ですが、効率が良いとは言えま

せん。 

普段の食事に戻すだけで、すぐにリバウンドしてしまうからです。 

せっかく、ダイエットを成功させても、リバウンドしてしまっては損で

すよね。リバウンドをしないためにも、筋肉量を減らさず、基礎代謝を

維持していくことが重要です。 

ただ、筋肉の量を減らさないためには、きつくい筋トレを続けていかな

ければいけません。しかし、時間や手間もかかるため、なかなか長く続

けていくことは困難です。 

1 度つけた筋肉も失ってしまっては、今までのトレーニングがムダにな

ってしまいます。筋肉を維持しリバウンドを防ぐためにも、HMB サプ

リを飲むようにしましょう。 

書式変更: フォントの色 : 自動



HMB サプリには、筋肉をつくる働きを助け、高めたりすることができ

るため、効率良く筋肉を増やすことができます。 

また、筋肉の減少も抑えることができるため、ダイエットやリバウンド

を防ぐことにも効果的です。 

ダイエットを成功させるためには、筋肉が重要です。筋肉をつけなけれ

ば、すぐにリバウンドをしてしまいます。 

ダイエットを成功させ、リバウンドを防ぐためにも、HMB サプリはお

すすめです。しっかり飲むようにしましょう。 

筋肉量を増やし基礎代謝を上げる 

筋肉量を増やすことで、基礎代謝を上げればダイエット効果がありま

す。ることができます。それは、筋肉と基礎代謝は比例して上がってい

くからです。 

HMB サプリを飲めば、トレーニングをして筋肉量を増やしやすくなり

ます。そうすれば、基礎代謝が上がりダイエット効果が期待できます。 

 

コメントの追加 [ny4]: 間違えた。消さなくてよい。 

コメントの追加 [ny5]: この接続詞は不要。あまり多用

しない 



トレーニングを行い、筋肉量を増やしたいのであれば、HMB サプリを

飲むと効率が良いです。早く結果を出したい方は、HMB サプリを飲む

ようにしてください。 

先ほども述べたように、基礎代謝とは、人が生命活動を維持するため

に、呼吸や臓器の活動、体温の調整などに必要となる、最小限のエネル

ギーのことを言います。 

そのため、人は体を動かしていないときでも、エネルギーを消費してい

ます。中でも、最もエネルギーを消費するのが筋肉なのです。 

筋肉量が多いほど、基礎代謝が上がり、体のエネルギーは多く消費され

ます。基礎代謝が上がることで、痩せやすく、太りにくい体をつくるこ

とができるのです。 

逆に、筋肉が少なければ、基礎代謝は低くなり、痩せにくく、太りやす

い体になってしまうため、ダイエットを成功させるためにも、筋肉を増

やし、基礎代謝を上げることが必要です。。 

HMB サプリは、筋肉をつけるためには、重要なサプリメントです。  

筋肉をつくる働きを高めたり、筋肉の減少を抑えたりする果があるた

め、筋肉を効率良く増やすことができます。 

コメントの追加 [ny6]: さっき説明したので不要 

コメントの追加 [ny7]: HMBサプリが筋肉量を増やし

て基礎代謝が上がることを伝えなければいけません。

そのため、基礎代謝が上がるとダイエット効果がある

ことを伝えるのは話がズレています。 

また、先ほど説明したので、くどく感じてしまいま

す。 



基礎代謝を上げるためにも、まず、HMB サプリを飲み、体の筋肉をつ

けましょう。筋肉をつけることで基礎代謝があがるため、痩せやすい体

をつくることができます。 

リバウンドしないダイエットができる 

せっかくダイエットに成功したのに、元の体形に戻ってしまっては、努

力がムダになってしまいます。 

リバウンドを防ぐためにも、正しいダイエットを行いましょう。 

正しいダイエットとは、筋肉量を落とさずに痩せることです。 

筋肉量が多ければ、基礎代謝が高くなり太りにくく痩せやすい体になる

からです。 

ただ、リバウンドしないダイエットをするためには、食事を抜くのは絶

対にやめるようにしてください。筋肉量が減ってしまい、痩せにくい体

になってしまうからです。 

リバウンドをしてしまった方には、以下のような理由があるのではない

でしょうか。 

 食事制限をしてダイエットしたが、元の食事に戻した途端にリバウン

ドした  



 トレーニングをして痩せたが、やめた途端にリバウンドした  

つまり、食事制限もトレーニングも続けていかなければ、すぐにリバウ

ンドをしてしまいます。 

それは、筋肉が少ないため、基礎代謝が低下してしまい、消費エネルギ

ーが少なくなってしまうからです。 

太ってしまう原因とは、食事などで摂取するエネルギー（カロリー）

が、体が消費するエネルギー（カロリー）よりも、上回ってしまうこと

で、起きてしまいます。 

確かに食事制限をしている最中れはば、摂取カロリーが少なくなるた

め、痩せるかもしれません。ダイエットには効果的です。ただ、食事を

普段の生活に戻したとき、すぐに戻の体形に戻ってしまうのではないで

しょうか。います。 

また、トレーニングをやめてしまったときも同様です。 

トレーニングを続けていかなければ、筋肉は減少してしまいます。筋肉

が減少してしまうと、基礎代謝も落ちてしまい、太りやすい体になって

しまうのです。 



筋肉が多ければ、基礎代謝は上がります。そのため、体が消費するエネ

ルギーも多くなるので痩せやすく、太りにくい体にすることができま

す。 

せっかく痩せた体を手に入れたのに、リバウンドをしてしまっては損で

すね。HMB サプリを飲み正しいダイエットを行うことで、リバウンド

を防ぐことができます。 

正しいダイエットを行うためには、筋肉は重要です。筋トレを行い筋肉

を増やさなければ、リバウンドをしやすい体になってしまいます。 

しかし、筋トレはきつく大変です。せっかくきついトレーニングを行う

なら、HMB サプリを飲み、効率良く筋トレを行うようにしましょう。  

HMB サプリには、筋肉をつける働きを助けたり、高めたりする効果が

あるため、トレーニングをする人にはおすすめです。 

また、筋肉の減少を抑える効果もあるため、リバウンドも防ぐことがで

きます。 

食事制限や筋トレは、きつくて大変です。1 度成功したら 2 度とおこな

いたくはないはずです。そのためにも、HMB サプリをしっかり飲み正

しいダイエットを行いましょう。 
コメントの追加 [ny8]: くどいかな。話がズレるので 



努力をムダにしないためにも、HMB サプリを摂取し、リバウンドしな

い体を維持していきましょう。 

筋力アップトレーニングをしている方は必須の成分 

HMB サプリはを飲むことで、筋力アップに欠かすことができない成分

をである HMB を手軽に摂取することができます。それは、HMB と言う

成分です。  

HMB とは、必須アミノ酸の一つであるロイシンから代謝される物質で

あり、飲むことで、以下の効果があります。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

筋肉とは、タンパク質（筋タンパク質）で構成されているため、筋肉を

増やすためには、タンパク質が重要です。 

そこでおすすめなのが、HMB サプリです。  

書式変更: フォントの色 : 自動

コメントの追加 [ny9]: なるべく簡単に、 



HMB サプリには、筋肉をつくる働きを助け、高める効果があります。

体内のタンパク質を増やすことで、トレーニングを効果的に行うことが

できるのです。 

また、トレーニング後の筋肉の回復も高める効果もあるため、筋肉痛に

よる、筋トレができない期間も短縮することができるため、効率良く筋

トレを行うことができます。 

トレーニングを行っている人は、HMB サプリを飲みましょう。 

HMB サプリを飲み、筋トレを行うことで、最も効果的、効率良く筋肉

をつけることができます。 

1 日 3g 飲むことで筋力が 2 倍アップする 

HMB サプリは、1 日に 3ｇを摂取することで、最も効果を発揮すること

ができます。 

それは、HMB を 1 日 3g 摂取した場合と、そうではない場合では、筋

肉の増加量に大きく影響を与えてしまうからです。 

これは、医学誌の論文でも公開されており、そのときのグラフが以下の

通りです。 



 

出典：Journal of Applied Physiology の公式 Web サイト 

これは、HMB サプリを 3 週間にわたって「未接種」「1 日 1.5g」「1

日 3g」接種した場合の筋肉の増加量を比較したグラフです。  

HMB の摂取量によって、筋肉の増え方が変化していることがわかりま

す。 

また、1 日 3g の HMB のサプリを摂取した場合では、未接種に比べて

筋肉量が 2 倍も増加しています。  

https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/jappl.1996.81.5.2095


せっかく、きつい筋トレを行うのであれば、効率良く行う方が良いです

よね。 

そのためには、HMB サプリを 1 日 3g 摂るようにしましょう。HMB サ

プリを飲むことで、故効率良く筋力をアップすることができます。効率

良くトレーニングを行い、早く理想の体を手に入れてください。つくる

ことができます。 

ランニングや筋トレしている方におすすめ 

HMB サプリとは、ランニングや筋トレを行っている人に効果的です。

それは、以下のような効果があるからです。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

筋肉は、タンパク質で構成されています。また、筋肉をつくるために

は、タンパク質が重要です。タンパク質を補給することで、筋肉を大き

くすることができます。 

コメントの追加 [ny10]:  

コメントの追加 [ny11]:  

コメントの追加 [ny12]:  



筋トレを行ってもタンパク質が不足してしまうと、効率良く筋肉をつけ

ることはできません。 

効率良く、効果的に筋肉をつけるのであれば、HMB サプリを飲むよう

にしましょう。 

HMB には、体内のタンパク質の合成を高めたり、タンパク質の分解を

抑えたりする効果があるため、筋肉を効率良くつけることができます。 

また、筋肉の回復を早める効果もあるため、筋肉痛の軽減を行うことも

できます。 

ランニングや筋トレでは、多くに筋肉が使用され、傷つきます。筋肉が

使用され傷つくことによって、筋肉が損傷し、筋肉痛として体に現れて

しまいます。 

筋肉痛が残ってしまっては、数日の間、ランニングや筋トレを上手に行

うことは、できないはずです。 

ランニングや筋トレ後の筋肉痛を軽減し、効率良くランニングや筋トレ

を行えるため、HMB サプリはおすすめのサプリメントです。 

効率良くトレーニングを行うためには、HMB サプリを活用しましょ

う。 



HMＢサプリダイエットは女性におすすめ 

 

HMB サプリは、多くの女性の方にも愛用されています。それは、ダイ

エットにも効果があるからです。 

女性の方が、ダイエットを始めるきっかけとは、次のような理由がある

はずです。 
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  スタイルが良くなりたい  

  きれいになって彼氏を作りたい細い体になりたい  

  モデルのような体になりたい  

  痩せておしゃれな服を着たい痩せたい  

HMB サプリはダイエット効果があるため、きれいに痩せたい女性の方

におすすめです。ただ、HMB サプリを飲むだけでは、痩せることがで

きないため、モデルのような体形にすることはできません。ダイエット

を成功させ理想の体にするためには、トレーニングが必要だからです。 

適度のトレーニングを行い、体に筋肉をつけることで、ダイエットを成

功させることができます。 

しかし、ダイエットは楽ではありません。 

きつい筋トレを毎日行ったり、食事制限などもしなければなりません。

また、時間や手間もあかかるため、長続きさせることは困難です。 

ただ、HMB サプリは、そんな女性の方に最もおすすめです。  

HMB サプリを飲むことで、筋肉をつくる働きを高めたり、早めたりす

る効果があります。そのため、きつい筋トレでも効率良く行うことがで

きます。 

コメントの追加 [ny13]: ほとんど意味が同じです。も

っとほかのたとえにしましょう。 

そもそもなぜ、スタイルが良くなりたいのかを考えま

しょう。 



また、HMB サプリには、筋肉の減少を抑える効果もあり、リバウンド

を防ぐこともできるのです。 

きつい筋トレを続けていくのは大変です。効率良く筋肉をつけたいので

あれば、HMB サプリを飲むようにしましょう。  

HMB サプリを飲むことで、早く筋肉をつけることができ、ダイエット

を成功させることができるはずです。 

今までダイエットを諦めてしまっていた女性の方は、1 度 HMB サプリ

を試してみてはどうでしょうか。きっと、ダイエットを成功させ、理想

の身体を手にいれることができます。 

多くのモデルが利用しているダイエットサプリ 



 

上記でも説明したように、HMB サプリは、多くの女性やモデルの方に

愛用されています。それは、スタイルや体形を保つためには、効果絶大

だからです。 



モデルの方の多くは、体の露出が多かったり、たくさんの服を着こなす

必要があるため、スタイル維持しなければなりません。きれいな服を着

たりおしゃれに見せたりするのが仕事だからです。 

そのため、一般の方よりもスタイルの維持には気を使ってします。 

実際に、多くのモデルの方が利用しているので、スタイル維持やダイエ

ット効果が期待できるということです。  

モデルようになスタイルになりたい女性の方は、HMB サプリを飲みま

しょう。 

あこがれのモデルが飲んでいるのであれば、飲んだほうがいいですよ

ね。 

トレーニングを行わないで、スタイルを維持することは困難です。 

モデルの方の多くは、時間の限られてしまう中で、最も効率良くトレー

ニングを行わなければいけません。そのために、HMB サプリを愛用し

ているのです。 

HMB サプリには、筋肉をつけやすくしたり、筋肉の減少を抑えること

ができるため、ダイエットやスタイルを維持するために、最も効果的で

効率良くトレーニングをおこなうことができます。 
コメントの追加 [ny14]: もっと簡単に説明しよう。こ

こでトレーニングの話とかどうでもいいです。 

きれいなモデルが使ってるから使ったほうがいい理由

を述べましょう。 



ただ、HMB サプリを飲むだけでは、モデルのような体形にすることは

できません。 

HMB を飲みしっかりトレーニングをすることでモデルのような引き締

まった体にすることができます。 

HMB サプリを飲み、しかっり筋肉をつけ、モデルのような美ボディー

を手に入れましょう。 

筋肉をつけてスタイルを良くしたい方は HMBD サプリがおすすめ 

HMB サプリは、筋肉をつけてモデルのような体系を手に入れるために

おすすめのサプリです。 

割れた腹筋などのイメージがあるように、スタイルの良い人は、「筋肉

が多い」といった特徴があります。それは、筋肉をつけることで、体の

脂肪が少なくなるからです。 

モデルのスタイルが良いのは、筋肉量があるからです。  

たとえ痩せていても、ガリガリでは魅力的ではないですよね。きれいな

腹筋やプロポーションのボディが魅力的ではないでしょうか。 



ただ痩せるのではなく、モデルのような体系になりたい方は、HMB サ

プリを飲み、トレーニングを行い正しい方法で理想のスタイルを手に入

れましょう。 

 

ただ、脂肪が筋肉に変わることではありません。脂肪を減らすために

は、筋肉を増やし、適度の運動を行うことで、脂肪を燃焼させることが

できます。 

筋肉は、体の中で最もエネルギーを消費する部分です。 

そのため、筋肉が多いほど、基礎代謝が上がります。基礎代謝が高くな

るほど、体が消費するエネルギーが多くなり、痩せやすく、太りにくい

体にすることができるのです。 

ただ、筋肉をつけるだけでは、スタイルを良くすることはできません。

なぜなら、脂肪を燃焼させるためには、運動が重要だからです。 

筋肉が増えた体で、筋肉を動かす運動を行えば、消費エネルギーも大き

くなります。消費エネルギーが大きくなることで、体の脂肪を多く燃焼

させることができるのです。 

上記の理由から、筋肉をつけることで、スタイルを良くすることができ

る仕組みがわかったはずです。 



まず、スタイルを良くするためには、体の筋肉をつけるようにしましょ

う。筋肉を効率良くつけるためには、HMB サプリがおすすめです。  

HMB サプリは、筋肉をつくる働きを高めたり、助けたりする効果があ

り、効率良く筋肉をつけることができます。 

スタイルを良くしたいなら、HMB サプリを活用し、筋肉をつけましょ

う。筋肉をつけることで、格好の良いスタイルを手に入れることができ

ます。 

年齢を重ねてもスタイルを保つ 

年を取ると基礎代謝量が落ち、痩せにくい体になってしまいます。年齢

を重ねると徐々に太りやすく、理想のスタイルを保つことが難しくなり

ます。 

年齢を重ねてもきれいなスタイルを保つためには、筋肉量を増やしたり

維持したりして基礎代謝を増やし、痩せにくい体作りを心がけるように

してください。 

年齢を重ねるほど痩せにくくなるので、魅力的なスタイルに憧れる方

は、HMB サプリなどを利用しましょう。 



先ほどもお伝えしましたが、筋肉量を増やしたり減らしにくくしたりす

る効果があるからです。 

年齢を重ねるとスタイルを維持するのは難しくなります。  

HMB サプリというスタイルを維持しやすくするサプリがあるので、年

齢を重ねてスタイルが気になる方は、サプリを飲んで簡単に理想のスタ

イルを手に入れるようにしてください。 

普段の生活の中でも、スタイルは悪くなってしまう可能性があります。

なぜなら、筋肉とは、徐々に減少していってしまう恐れがあるからで

す。 

筋肉量が少なくなってしまうと、人の体は太りやすくなってしまいま

す。 

そのため、年齢を重ねることで、筋肉量が減少してしまい、体に脂肪が

増え、スタイルを維持することができなくなってしまうのです。 

筋肉とは、スタイルを保つためには、重要です。 

筋肉が少なくなってしまうことで、体の基礎代謝は低下してしまいま

す。基礎代謝が低下することで、体のエネルギーを消費しにくくなって

しまうため、太りやすい体になってしまうのです。 



いくつになっても、美しいスタイルを保ちたいなら、HMB サプリを飲

むことがおすすめです。 

HMB サプリには、筋肉の減少を抑える効果があるため、普段の生活で

も筋肉の低下を防ぐことができます。 

筋肉の減少を抑えることで、基礎代謝の低下を防ぎ、いくつになって

も、美しい体を維持できるのです。 

人の体は、年齢ごとに衰えていってしまいます。しかし、いくつになっ

ても美しい体でいたいと思うはずです。 

そのためには、HMB サプリを飲み、筋肉の減少を防ぎましょう。筋肉

の低下を防ぐことで、いつまでも美しいスタイルを保つことができま

す。 

HMＢサプリのダイエットの注意点 

HMB サプリは、飲むことによって、ダイエットに効果的です。ただ、

注意しまければいけないことがあります。 

それは、以下のことがあげられますです。 

  飲むだけでは痩せないが、筋肉量が落ちにくくなる  

  トレーニングすると効果的  
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  最低でも 3 カ月は飲むようにする  

HMB サプリは、ダイエットに効果的です。しかし、すぐに効果が出た

り、飲むだけで痩せたりするわけではありません。 

また、飲むタイミングや摂取量でも効果が変わってしまうため、注意し

ましょう。 

HMB サプリは、筋トレをおこなった日に飲むことで、最も効果が発揮

されます。しかし、筋トレを行わなかった日は飲まなくて良いわけでは

ありません。 

筋トレをおこなわなかった日でも、HMB サプリをしっかり飲むように

しましょう。 

HMB サプリを飲む量は、1 日に 3g が重要です。  

しかし、1 度に 3ｇ飲んではいけません。1 度に 3g を摂取しても、体

が吸収することができず、体外に排出されてしまうため、効果はでませ

ん。 

HMB サプリは、1g を 3 回に分けて摂取するようにしましょう。時間を

空けて 1ｇずつ摂取することで、体が効率良く吸収することができるた

め、効果的です。 

コメントの追加 [ny15]: 飲み方も飲む量も聞いていな

い。 



上記のことを踏まえ、適切に HMB サプリを飲み、ダイエットに成功し

ましょう。 

飲むだけでは痩せないが筋肉量は落ちにくくなる 

HMB サプリは、を飲むだけで痩せることはできません。なぜなら、

HMB サプリは、筋肉をつけるサプリメントではなく、筋肉をつけやす

くするためのサプリメントだからです。 

痩せるためには、筋肉が重要です。トレーニングを行い、筋肉を増やさ

なければ痩せることはできません。 

そのため、筋肉をつけやすくするための、HMB サプリを飲むだけで

は、体の筋肉を増やすことができず、痩せることはできません。 

ただ、HMB サプリには、筋肉をつけやすくする効果のほかに、筋肉の

減少を抑える効果もあります。 

HMB サプリは、筋肉を落ちにくくすることができるため、きついトレ

ーニングを行いおこない、ダイエットに成功した際は飲むようにしまし

ょう。 

HMB サプリを飲むことで、リバウンドを防ぐことに効果的だからで

す。 



HMB サプリを飲むこだけでは痩せることはできません。痩せやすく、

太りにくい体をつくるためには、筋肉が必要です。 

ただ、HMB サプリは飲むだけでも、筋肉の減少を抑える効果もありま

す。ダイエットに成功した方は筋肉の減少を防ぎ、リバウンドをしない

ためにも、継続的に HMB サプリをのむよにしましょう。  

トレーニングをすると効果的 

HMB サプリは、トレーニングを行うことで、最も効果的発揮すること

ができます。それは、以下の効果があるからです。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

HMB サプリは、飲むことによって、体の筋肉をつけやすくすることが

できます。筋肉とは、タンパク質で構成されているため、タンパク質が

重要です。 

HMB サプリは、筋肉の栄養素であるタンパク質を、体の中で合成する

ことができるため、効果的に筋肉をつけることができます。 



また、トレーニング後の筋肉の回復を早めてくれるため、筋肉痛を抑制

することができ、効率良く筋トレを行うことができるのです。 

せっかくきついトレーニングを行うのであれば、HMB サプリを飲み、

効率良く、効果的にトレーニングを行いましょう。 

HMB サプリを飲むことで、早く理想の体を手に入れることができま

す。 

最低でも 3 カ月は飲むようにする 

HMB サプリは、継続的に飲むことで最も効果が発揮されます。しか

し、お金もかかるため、短期間で成果を出したい方もいるはずです。 

ただ、3 カ月間は、HMB サプリを必ず飲むようにしましょう。  

それは、HMB サプリを飲みトレーニングを行っても、体に変化がでる

までには、3 カ月程度の時間がかかってしまうからです。  

HMB サプリを飲み、効率良く筋トレを行ったからと言っても、次の日

に変化があるわけではありません。 

継続的に続けていくことで、体の筋肉が増えていき、体形も変化してい

くのです。 

効果が出ないからと言って諦めてはいけません。 



最低でも 3 カ月間は、HMB サプリを飲み、効率良く、効果的なトレー

ニングを続けていくことで、必ず体に結果が現れます。 

諦めず、3 カ月間は努力をして、HMB サプリを飲むようにしましょ

う。続けていくことで、あなたが求めた理想の体つくりあげることがで

きます。 

HMＢサプリダイエットの効果まとめ 

冒頭でも述べたように、HMB サプリを飲むことによって、ダイエット

効果はあります。しかし、飲むだけでは、痩せることはできません。 

なぜなら、HMB サプリは、痩せるためのサプリメントではなく、痩せ

やすくするためのサプリメントだからです。 

何度も説明しますが、HMB サプリの効果は以下の通りです。 

1. 筋肉をつくる働きを助け、高める（タンパク質の合成を促進）  

2. トレーニング後の筋肉の回復を早める  

3. 筋肉の分解を抑え、筋肉の減少を抑える（タンパク質の分解を抑制）  

ダイエットを成功させるためには、体に筋肉をつけ、基礎代謝を上げな

ければなりません。 
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基礎代謝が上がることによって、体のエネルギーを消費しやすくなるた

め、痩せやすく、太りにくい体をつくることができます。 

筋肉とは、体の中で最もエネルギーを使用する部分です。 

そのため、筋肉量が少ない人が運動するより、筋肉量が多い人が運動を

する方が、体のエネルギーをより多く使用することができるため、痩せ

やすくなるのです。 

HMB サプリは、飲むことによって、ダイエットに重要である筋肉を、

効果的かつ効率良くつけることができます。 

そのため、HMB サプリは、ダイエットに最も効果的と言えます。  

その他にも、HMB サプリには、筋肉の減少を抑える効果もあるため、

リバウンドを防いだり、スタイルを保つためにも効果的です。 

ダイエットに成功し、トレーニングを行わなくなったからと言って、

HMB サプリを飲むのをやめてはいけません。HMB サプリを飲み、美ボ

ディーを保つようにしましょう。 

また、HMB サプリを飲み効率良くトレーニングを行っても、体に成果

現れるまでには、3 カ月程度かかると言われております。 

結果が現れないからと言って、すぐに諦めてはいけません。3 カ月間は

飲み続け、トレーニングを行うように努力しましょう。 
コメントの追加 [ny16]: まとめだから簡単に！ 



きっと、結果がついてくるはずです。 

ここまでのことを踏まえた上で、ただ、HMB サプリでダイエットする

場合はの以下の注意点があります。は次のことです。 

  飲むだけではダイエット効果がない  

  ダイエットには筋肉をつけることが重要  

  ダイエットに成功してもスタイルを保つためには飲み続ける  

  結果はすぐに現れないため 3 カ月間は飲み続ける  

以上の注意点を意識しすることで、HMB サプリの効果を最大限に発揮

し、ダイエットを必ず成功させることができます。 

HMB サプリを効率良く活用し、正しいダイエットを実践しましょう。

続けていくことで、夢の体を手に入れることができるはずです。 

 


