
MYDENSI のご紹介
マイデンシ

あなたの体質にマッチした
食事や運動方法を明らかにする
遺伝子検査
MYDENSI は、ボディメイクに特化した遺伝子検査キットです。
最新技術を用いた検査で体質を分析することで
理想の体を作るための最適な方法を知ることができます。
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こんな課題はありませんか？

もっと効果的な
ダイエットがしたい 効率よく筋肉をつけたい 食生活を改善したい
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検査で得られる結果

三大栄養素の吸収のしやすさを分析し
体質に合わせた食事・運動方法を解説

脂肪燃焼効率は？筋肉はつきやすいか？栄養の吸収のしやすさは？
など、体質について知ることができます。
効果的なボディメイク方法を、食事と運動の観点で解説します。

＜レポートに含まれる内容＞
・検査の総合結果　・適した運動のアドバイス　・適した食事のアドバイス

結果は分かりやすいレポートでお返しします！
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分析で判明する項目

体質上のリスクが３種類あり、人それぞれで持っているリスクが異なります。
この検査では、以下の 3 種類の遺伝子を分析することができます。

糖代謝リスク
β3アドレナリン受容体（β3AR）

脂質代謝リスク
脱共役タンパク質（UCP1）

基礎代謝
タンパク質代謝リスク

β2アドレナリン受容（β2AR）

内臓脂肪・糖分の消費に
深く影響する項目。
リスクが高いと糖分の摂取が
肥満につながる。

脂肪燃焼の働きの項目。
リスクが高いと脂質の摂取が
肥満や下半身太りに
つながる。

筋肉の生成に関与する項目。
リスクが高いと筋肉が
付きづらい。

•Yoshida T, et al (1995) Mutation of 133-adrenergic-receptor gene and response to treatment of obesity. Lancet 346:1433-1434.
•Sakane N, et al (1999) 132-adrenoceptor gene polymorphism and obesity. Lancet 353:1976.
•Kogure A, et al (1998) Synergic effect of polymorphisms in uncoupling protein 1 and 133- adrenergic receptor genes on weight loss in obese Japanese. 
Diabetologia 41: 1399.

＜参考文献＞
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8 タイプの体質

・基礎代謝は得意だが、筋肉が落ちやすい
・一度太ると痩せにくい傾向がある
・体温が低下すると皮下脂肪がつきやすい
・下半身太りになりやすい

タイプの体質の特徴
イチゴ

例 )

糖質の分解が苦手 脂質の分解が苦手

筋肉がつきにくい

あなたの体質の特徴が
判明します！
体質を「糖質・脂質・タンパク質の吸収のしやすさ」
の観点から分析し、最終的に 8タイプに分類されます。
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検査するメリット

あなたの体質に最適な
運動・食事方法を知ることができます！

軽い筋トレでは筋肉質にはなりづらいため、
特定時間内に高負荷低回数の筋トレで
筋肉量を増やしましょう。

体質別の解説 具体的なメニュー
腹筋をする場合は、
上体を起こすのに 15秒、
倒すのに 10秒かける

タイプの場合のアドバイス
イチゴ

例 )
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検査の流れ

※レポートは基本、PDF データでのお渡しとなります。オプションで郵送に変更することも可能です。

検査についての同意書と
アンケートを WEB で実施

①

提出後３週間ほどで
解析結果のレポートが届く *

④

検査キットに付属している綿棒で
頬の粘膜を採取

②

レポートを参考にして
検査した方に結果をフィードバック

⑤

体質に合った
食事・運動・メンテナンスを紹介

⑥

付属の返信用封筒に入れて郵送

③
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お客様レビュー
プロスノーボーダー　中学生

今までは、何をやっても長続きせずに中途半端なダイエットになってしまっていま

した。

遺伝子検査を受けて、自分の体質が分かり、どんなダイエットをするべきなのか

というのが明確になり、迷いがなくなったのが嬉しいです。

脂質の代謝が良くないという結果だったので、今までよりも揚げ物を控えたり、

良質な油を使うようになりました。

検査で自分のことを知るというのはすごく大切だなと思います。

ボディメイクに励む男性

遺伝子検査を受けて、結果が思っていた通りでした。タンパク質代謝にリスクがあり筋肉がつきづらいという結果です。
身体を大きくするという観点で、食に対する悩みはなくなりました。タンパク質の摂取量を意識的に増やすようにしました。
遺伝子検査 ×パーソナルトレーニングは、身体を変える近道だと感じています。
世の中には、何も分からずにトレーニングをした結果、何も変化せず、継続せずという悪循環になっている人が多いと思います。

陸上競技　飯塚翔太 選手（リオ五輪リレー銀メダリスト）

日頃、身体のコンディショニングでお世話になってい
るトレーナーから薦めていただきました。
実は、遺伝子検査というものは知っていて多少興味は
あったのですが、実際に検査をしてどうやって活かせ
るのか？が疑問でした。
検査の感想は、とにかく結果が分かりやすい！という
のを一番最初に思いました。検査結果が 8タイプに分
けてあり、自分に落とし込みやすいと感じました。実
際の結果は、タンパク質の吸収が悪いタイプで筋肉が
付きづらい、さらに脂質の代謝が悪いという結果でし
た。なので、素直に結果レポートに従って、タンパク
質の摂取量を増やし、脂質を極力控えるようにすぐに
食事改善をしました。実際に、カラダがすぐに大き
くなるという変化がありました！アスリートはもちろ
ん、一般の方々にもぜひ受けてみて欲しいです！

ダイエットに励む女性

遺伝子検査を受けて、自分に合わせた食事改善に取り組みました。する

と、筋肉がつきやすくなって体力が向上して、結果的に疲れにくくなった

と思います。

シーズン中に体重減少してしまいやすかったのですが、自分に合った食事

をしっかりと摂ることで減少がなくなりました。

まだ中学生で身長や体重も伸び盛りだと思うので、今のうちに遺伝子検査

で自分の体質が分かって良かったです。

同年代の選手たちにも遺伝子検査はオススメしたいです。
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よくあるご質問

Q1. 遺伝子検査は簡単にできますか？
キットに同封されている綿棒 ( スワブ ) で頬の内側をこすり、口腔
粘膜を採取するだけで出来ます。

Q2. 検査結果の納期はどれくらいですか？
検査を受けていただいてから、おおよそ 3週間で結果レポート提出
となります。

Q3. いつ検査をしても結果は変わらないですか？
遺伝子の情報は、一生変わることはありません。子供のとき受けて
も大人になって受けても結果は同じです。

Q4. 遺伝子検査を受けるのに、年齢制限はありますか？
基本的に年齢制限はございませんが、１８歳未満の方は、法定代理
人による承諾が必要となります。0歳から可能です。

Q5. 妊娠中に検査を受けても影響はないでしょうか？
影響はないです。妊娠中の方でも体に負担をかけることなく、安心
して検査を受けていただけます。

Q6. 遺伝子の解析はどのようにされていますか？
遺伝子解析は、国内最大手のタカラバイオ株式会社と連携をして行
なっています。リアルタイムＰＣＲ検査という手法にて解析をして
います。限りなく 100％に近い精度を誇ります。

Q7. 食後すぐでも問題ないでしょうか？
食事後だと正常に粘膜が採取されない可能性がございます。
食後 30分程度お時間を空けた後、3〜 4回程度口の中をすすぎ、
採取をお願いいたします。

Q8. 検査結果が出ないことはありますか？
口腔粘膜の採取不足や、不純物の付着や発生などが原因で、解析が
できない場合がございます。この場合、1回に限り無料で再検査を
実施させて頂きます。

Q9. 採取は、歯磨きの後にしたほうが良いでしょうか？
歯磨きは特にする必要はありません。3〜4回程度口の中をすすぎ、
採取をお願いいたします。

Q10. 採取するのに、理想的な時間帯はありますか？
特に最適な時間帯というのはございません。お好きな時間帯に採取
していただいて問題ありません。

Q11. 採取後、すぐに返送できない場合どうすれば良いですか？
冷蔵庫で保管し、できる限り早くご発送ください。



8

腸内フローラ検査

体調の土台となる腸内の細菌を調べて
美容・健康に活かしませんか？
腸内細菌のバランス・種類・量は人それぞれで異なり、健康や美容に深く関わっています。
この検査を受けることで、自身の腸内フローラの状態を知り、食生活の見直しや生活習慣の
改善をして、健康増進につなげることができます！

検査で
腸内環境を知る

食事の見直し
生活習慣の改善 健康増進
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オプション ( オンライン食事指導 )
遺伝子検査を受けた方を対象に食事・栄養のプロがパーソナルオンライン食事指導を行います。

・60分間のオンライン面談
・検査結果を踏まえた食事・栄養のアドバイス

単発プラン

・LINE を使用した手軽な食事指導！
・毎日毎食、写真に撮って送るだけ！
・アドバイザーが食事内容を分析して、
　マンツーマンで丁寧にフィードバック！
・初回と最終回に 60分間のオンライン面談付き

1ヶ月プラン
専門的なアドバイスを聞きたい方へ！絶対にやり抜きたい方へ！
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