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最強のメソッド
テストステロンを高める

50選



テストステロンが低い男の特徴

決断力がない

ガリガリ

極端にデブ
or

女の子を 
リードできない

油ギッシュで 
生理的にムリ

テストステロンが低い男は総じてクソ！



テストステロンが高い男は全てが真逆

女の子をうまく 
リードできる

即断即決で 
行動ができる

筋肉質で 
たくましい肉体

清潔感があり 
近づきたくなる

テストステロンを高めることがモテ男への最短ルート！
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テストステロンを高める

最強の方法50選
【食事編】



1カゴメトマトジュース
美肌効果、アンチエイジングに加えて 
精子活性を高める効果がある成分を含む

男性不妊に効果的という研究結果も出ており 
いにしえの秘薬と呼ばれる最強オナ禁ドリンク

1日コップ一杯、200ミリ程度の摂取でOK



2水
血流やリンパの流れが良くなり美肌効果に

炭酸水or

炭酸水は満腹中枢が刺激され食べ過ぎ抑制 
になりテス値を下げる肥満の防止にもなる

1回の食事でペットボトル1本500ミリを朝昼晩。 
合間でさらに1本。1日合計2L飲むのがベスト



2水 炭酸水or

とはいえ急にカフェオレや 
コーラをやめるのは辛い…

ウィルキンソンへの置き換えがおすすめ
・レモン、グレープフルーツ、パイナップルなど 
　多くのフレーバーがありジュース感覚で飲める
・キンキンに冷やせばコーラよりも強い炭酸感と 
　甘いフレーバーの風味が楽しめて満足感も高い

砂糖不使用なのに数多くの 
甘いフレーバーを楽しめる



3ブロッコリー
女性ホルモンを減らし男性ホルモンを増やす 
成分が含まれテス値アップに効果的

野菜の中ではタンパク質も豊富に含まれ 
マッチョまで目指せるキングオブモテ野菜

茹でると成分が飛んでしまうため 
タッパーに入れてレンジ調理がおすすめ



4バナナ
テストステロンの低下を防ぐ成分の 
ブロメラインが豊富に含まれている

筋トレ1時間前にプロテインと一緒に摂取 
するとパフォーマンス向上効果も

同様の栄養素を含むフルーツとして 
パイナップルもおすすめ(コストは割高)



アボカド5
アボカドの良質な油と抗酸化作用が 
テストステロンを大幅に高める

味や食感が苦手な人はサラダに混ぜたり 
魚と一緒に食べると気にならないのでおすすめ

マッチョが体内の脂肪をエネルギー源にする 
ケトジェニックダイエットでも利用される



アボカドオイルorオリーブオイル6
通常のサラダ油とは異なり太りにくく、 
美容・健康に効果的な成分が多く含まれる

耐熱温度を超えると成分が落ちるため 
熱調理の際は高温にしすぎないようにする

あくまでも油なので使いすぎには注意

【耐熱温度】
アボカドオイル：220℃ オリーブオイル：180℃



ナッツ類7
ポテチやチョコよりカロリーが低く、 
良質な油も摂取できて肥満防止になる。
→結果的にテス値アップに繋がるモテ食材

キムチ8
善玉菌として腸内環境を整えたり、 
免疫機能を高めたりするのに効果的

毎食少しずつ食べることで無理なく続けられる。



納豆9
腸内環境の改善、代謝向上に効果的で 
結果的にテス値アップにも直結する

卵10
タンパク質豊富で、精力を高めテス値を上げる 
亜鉛やビタミンDなどが摂取できるスーパーフード

ゆで卵にしておけばある程度の期間保存もでき、 
コスパも、テス値アップにも最強な神食材。

キムチと合わせて食べるのもおすすめ



鮭（サーモン）12
フィッシュオイルを含み、ビタミンD、抗酸化成分の 
アスタキサンチンなど、テストステロンを高めるために 
存在している魚と言っても過言ではない

サバ11
筋肉の成長促進や記憶力を向上などテス値アップに 
貢献する成分が豊富なフィッシュオイルが含まれる。

料理が面倒なときはレンチンパックや缶詰で 
気軽に入手・摂取できる点も嬉しいポイント。

メインを鮭、飽きたらサバを食べるような 
ルーティーンを組むと飽きずに魚を摂取できる



13玄米
食物繊維が豊富で便通改善に効果あり、 
亜鉛やマグネシウムも多く含まれ、 
かつ低GIでテス値アップにも効果的。
→まさに白米の超上位互換

玄米のみで食べるのが苦手な人は 
まずは白米と混ぜて食べるのがおすすめ。



非モテは絶対にやっている

今すぐ辞めるべき食習慣



14ジュース飲みまくり
コーラ1本には角砂糖16個分の糖分が含まれ、 
某フ○ペチーノは1杯で600kcal前後。
→なんとなく習慣で飲んでいると 
　ブクブク太り非モテ街道まっしぐら

肥満、虫歯リスク、肌荒れなど、 
テス値を下げる要因を大量に作ってしまう。



代用から始めるのがおすすめ

炭酸ジュース 炭酸水
(ウィルキンソン)

甘い飲み物 ブラックコーヒー



15ジャンクフード
ハンバーガーやピザは糖質と脂質の塊で 
添加物たっぷりの非モテフード

ジャンク＝手軽に快楽が得られる 
という意味ではオナニーやポルノと本質は同じ



筋トレをすればジャンクは自然とやめられる

せっかくトレーニング 
頑張ったんだから
ジャンクフードなんて 
食べたらもったいない！

テス値アップに筋トレは避けて通れないのでまさに一石二鳥！

筋トレの効果を最大限まで高めるために 
必然的に食事にも気を遣うようになる



ドカ食い17
太るだけでなく短期的な快楽に負けるという 
観点からテス値低下を進める最悪の食習慣。

ポテチ・チョコ16
カロリーが高すぎる上に栄養素が偏っているため 
肥満(＝テス値低下)のリスクをぶち上げる食品

ナッツ類や砂糖不使用の低いチョコなどで 
代用しながら減らしていくのがおすすめ。

ストレスに負けてドカ食いするようであれば 
男磨きは一生できないと思った方が良い。



テストステロンを高める

最強の方法50選
【睡眠編】



睡眠の質を高める上で大切なことが
「時間」よりも「準備」

6 1 5

質の悪い睡眠を
6時間とる

1時間の準備と
5時間の睡眠をとる



18湯船に必ず浸かる
睡眠に入る90分ほど前に約40℃の湯船に 
15～20分ほど浸かると睡眠の質がアップ。

人間は、皮膚の温度と体内の温度が近づく 
タイミングで自然と眠くなってくる。
→湯船に浸かることで効率的に近づく



入浴時に合わせて使いたい
三種の神器



19シークリスタルス
体内の温度上昇を助ける効果により、 
睡眠の質をさらに高めてくれる入浴剤。

マグネシウムが含まれておりテス値アップ 
に効果があるだけでなく、肌がモチモチに 
なる美容効果も期待できる。

入浴時の三種の神器 ❶



20ヒトプラセンタジェル

ニキビ、ほうれい線、シワ予防などの 
美容効果もかなり期待できる。

入浴時の三種の神器 ❷

女性が体内で赤ちゃんを育てる胎盤の 
成分から作られた肌に優しいジェル。

→見た目を磨くことでテス値アップに！



i Beauty Storeでの購入がおすすめ
まとめ買いすることでコスパ◎

Ii Beauty Store の詳細はここからチェック

https://www.ibeautystore.com


21ハトムギ化粧水入浴時の三種の神器 ❸

これだけで肌のケアは十分と言っても 
過言ではない化粧水の決定版と言える存在。

お風呂上がりに顔に塗るだけでOK
→ヒトプラセンタジェルを塗って10分後に 
　ハトムギ化粧水も塗ればさらに完璧



美容トークができるのも大きなメリット

シークリスタルスって 
使ったことある？

ハトムギ化粧水は 
まじで効果あるよ！

美意識も高くて 
良い人そうだな…

美容への理解は大きなアドバンテージになる！



22寝室にスマホを持ち込まない
ブルーライトが興奮作用をもたらし 
睡眠の質低下や翌日の眼精疲労の原因に。

急にムラムラしてきてエロ動画で 
オナニーしてしまったという自爆を 
防ぐことにもつながる。



23寝室で脳みそを使わない
寝る前のスマホやゲームは脳を 
興奮させるため睡眠の質が大きく低下。

見落としがちなのが寝る前の読書。 
リラックス効果もあり積み上げとして 
良さそうだが実は脳を活性化させる



24良いマットレスを使う
マットレスは睡眠の質向上だけでなく 
テス値アップに直結する超重要な要素。

入眠準備ももちろん大事だが、同じか 
それ以上に睡眠中のマットレスも重要

→多少お金をかけてでも質の良い物を使う



超おすすめマットレスメーカー 4選

エアウィーヴ シーリー

シモンズ サータ

僕はシモンズのマットレスを長年愛用していますよ



テストステロンを高める

最強の方法50選
【モーニングルーティン編】



25ぬるま湯を飲む
寝起きは水分が枯渇しているタイミング 
なので起床後すぐの水分補給は大切。

ぬるま湯を飲むことで、腸が活発になり、 
基礎代謝が上がり太りにくい体に。
⇄腸内温度が1度下がるだけで代謝が 
　10%落ちて太りやすくなるため水はNG



2615分の散歩
起床時に日光を浴びると幸せホルモンの 
セロトニンが大量に分泌される。

日光は部屋の窓越しではなく外に出て 
直接浴びることが大切なポイント

→抗うつや免疫向上に加えてビタミンDも 
　生成されテストステロンも高まる

→外出して散歩することで脳が活性化され 
　良いアイデアも閃きやすくなる



27目標への時間を割く
勉強、筋トレ、副業など理想の自分に 
なるための目標に向けて取り組む。

朝はスマホの通知も静かで集中できる 
ゴールデンタイムと呼べる時間

→たとえ15分ほどの短時間でも 
　効率的に成果に繋げることができる



1日を最高に充実させるモーニングルーティン

起床後すぐに 
ぬるま湯を飲む

散歩に出掛けて 
日光を浴びながら

音声学習で 
学びのインプット

毎日の小さな積み上げが他人との大きな差につながる！



テストステロンを高める

最強の方法50選
【性欲編】



28オナ禁
継続的な筋トレとほぼ同等のテス値上昇が 
期待できるので、モテ男になりたいなら 
オナ禁は必須項目の1つと言える

オナニーすると薄毛や体臭が急速に進む
→周りから「生理的にムリ」と思われる 
　典型的な非モテになる原因に

ハゲの進行

体毛の増加

脂でギトギト

オナニーのデメリット



29エロ禁
エロは性の快楽がカンタンに得られてしまう 
現代の麻薬と言っても過言ではない
→短期的な快楽を求めて努力や継続が 
　できないダメ人間になる要因に

テストステロンを最大まで上げたいなら 
オナ禁と合わせてエロ禁も実践すべき



エロ禁実践に大切なのは 
スマホを使えない時間を強制的に増やすこと

スマホをポストに 
入れておく

タイマー付き南京錠 
ポーチに入れる

性欲のトリガーを引かないようにすることがポイント



30セックスする
セックスが最もテストステロンを高める行為 
と言っても過言ではない

1人で黙々と男磨きするより、最短でリア充に 
なることが手っ取り早くテス値を高める秘訣

→本気で恋愛活動をしてセックスできるように 
　なることに価値を見出さないといけない



テストステロンを高める

最強の方法50選
【筋トレ編】



スクワット デッドリフト

31BIG3をやるべし
ベンチプレス、デッドリフト、スクワット 
という筋トレ3大種目と言われるのがBIG3

BIG3は大きい筋肉群を刺激するので 
テストステロンの大量分泌に加えて 
逆三角形のカッコいい見た目も手に入る

筋トレ系YouTuberなどを参考にしながら 
正しいフォームで行うことが大切

ベンチプレス



ジムに通えない人も自宅で代用可能

ジムに通える人 ジムに通えない人

ジム一択

＋

可変式ダンベルとベンチで 
自宅でもBIG3ができる

可変式ダンベル フラットベンチ

ジムに通えないことは筋トレをしない言い訳にならない！



32脚トレから逃げない
下半身の筋肉は、全身の7割を占めるため 
脚トレが最もテストステロンを分泌する

脚の筋肉が肥大すれば代謝が上がって 
痩せやすくなるため、ダイエットも 
効率的に進めることができる。

→脚トレから目を背けてはいけない



33増量/減量のロジックを知る
食べているのに太れないという人は 
多くの場合ただ食べていないだけ

楽して体を変えるノウハウは存在しない

→食べていないのに痩せない人も 
　同じようにただ食べ過ぎているだけ

→増量/減量のロジックを知って忠実に 
　従うことがモテボディへの最短ルート



増量/減量のロジックは1日の総カロリー

総カロリー
基礎代謝と運動による 
消費カロリーの合計

増量

減量

増量/減量のどちらでも
体重×2gのタンパク質摂取

総カロリーよりも多く食べる

総カロリーより少なく食べる



34見た目からモテるべし
筋トレをしてテス値が上がることで 
肉体や顔つきなどの見た目が大きく変わる

→モテ方まで大きく変わる

トレーニング、地道な食事管理などの 
頑張りや継続の証が体にそのまま現れる

→恋愛やビジネスなど多くの場面で 
　他人からの第一印象が良くなる



35筋トレの醍醐味を知る
筋トレの醍醐味は「精神修行」
→恋愛・仕事・勉強においてちょっとの 
　ことじゃ挫けないタフな精神力が身につく

30代以上の年収調査では運動や筋トレを 
習慣化している人は、そうでない人より 
17%ほど年収が高いという結果も出ている

普段の筋トレで本気を出す機会の積み重ねが 
人生レベルで大きな差になるのは言うまでもない



テストステロンを高める

最強の方法50選
【サプリメント編】



36マルチビタミン
テストステロンを高める亜鉛やマカを含み、 
野菜から補いきれない各種ビタミン群を 
これだけで補うことができる

Amazonで120粒、2500円ほどで買えるため 
他のどのサプリを差し置いても手に入れるべし



37プロテイン
筋トレをするなら体重の2倍以上 
のタンパク質摂取が必要になる
→食事だけで補うのは大変なため 
　足りない分はプロテインを飲んで補う

コスパ、美味い、飽きにくいの3点から、 
ビーレジェンドのプロテインがおすすめ
→情熱のパッションフルーツ味が特に◎



プロテイン摂取に理想的なタイミング

起床直後 筋トレ1時間前 就寝前

僕は起床直後と寝る前にプロテインを飲んでいます



余裕があれば摂取したいサプリ3選

38 クレアチン

パフォーマンスの向上や 
筋肉成長の手助けとなり 
テス値アップに効果的

39 亜鉛

うつ病緩和や抗酸化作用 
などテス値を高める成分 
が多く含まれている

40アルギニン

成長ホルモンの分泌や 
脂肪燃焼効果が含まれ 
テス値アップに効果的



テストステロンを高める

最強の方法50選
【習慣編】



41勝ち負けにこだわる
どんな事においても勝負に勝つと 
テストステロンが大量に分泌される

友達との遊び、会社の成績、筋トレ中… 
常に他人と比較し、とにかく勝ち負けに 
こだわることで体の奥底からモテ力がつく



0→1突破の段階では特に
他人と比較し熱く真剣勝負することが重要

筋トレで理想の 
肉体になる

初めての 
彼女ができる

副業で初めて 
収益を得る

テス値の高い魅力的な男になり女性からさらにモテる！



42優柔不断を捨てる
テス値が高いモテ男は基本的に 
迷わず即断即決して周りを引っ張る

たとえ今優柔不断な事に悩んでいたとしても 
訓練次第でいくらでも克服することができる

→女性も頼り甲斐を覚えて惹かれていく



優柔不断を克服する訓練の例

何でもいい

別に…合わせるよ

外食での注文を 
10秒以内に決める

自分から積極的に 
幹事を務める

優柔不断な 
口癖を使わない



43苦痛から逃げない
人は継続や努力などの苦痛から 
本能的に逃げたくなってしまう生き物

興味がある人が100人いたとすると
▶真剣に学ぶ人
▶実践する人
▶継続できる人

20人
10人
5人

→苦痛に耐えて習慣化するだけで 
　上位5％のテス値が高いモテ男になれる！



44ルーティンに縛られすぎない
人はどれだけルーティンを確立しても 
100％完璧にこなし続けることはできない

1ヶ月のうち8割(=24日)がきちんと 
できていれば数日の余白があってもOK
→1日崩れたくらいで継続そのものを 
　やめてしまうことが1番やってはいけない



45欲しいものは心から渇望する
日本人は「我慢することが美しい」のような 
同調圧力に支配されてしまっている

→それに従っている限り欲しいものが 
　手に入ることは一生あり得ない

努力で手に入るものは死ぬ気で渇望し 
全力で努力して手に入れることが大切
→女性にモテたいなら素直に認めて 
　妥協することなくモテる努力をする！



テストステロンを高める

最強の方法50選
【恋愛編】



46日常の過ごし方が全て
女性とのデートはデート当日ではなく 
それまでの日常生活で全てが決まる
→どうすれば良いデートにできるかを 
　普段からよくリサーチしておく必要がある

小手先の心理学や恋愛YouTuberのノウハウ 
だけを学んでも日常の男磨きを怠っていれば 
必ずデート中にボロが出る



日常生活の過ごし方で全てが決まる
いつまでもモテない人は 
ノウハウばかり得たがる

モテる男は日常生活から 
デートの準備を怠らない

トーク力を磨く

動画で勉強する

女性心理を学ぶ

筋トレでテス値UP

見た目の自分磨き

良い店のリサーチ



47素直になって男を磨く
モテるための努力をカッコ悪いと思う人が 
いるがそんな人こそが最もカッコ悪い
→非モテの自分を認めず本気で女性から 
　モテようとする事からただ逃げているだけ

恋愛の問題を後回しにすればするほど 
女性に迷惑がられるオッサンへと成り下がる
→モテに対して素直になり本気で男を磨く 
　努力をする方が人生レベルで良いことがある

モテるために頑張る 
なんて見苦しいよ…

絶対にモテて 
童貞卒業する！



48女性を全力で楽しませる
  非モテな男ほど「自分が何を話すか」や 
「どう誘うか」など自己中心的な考え方 
  しかできておらず相手の気持ちを無視する

女性の目線になって「どうすれば楽しんで 
もらえるのか」を考えることができれば 
テス値の高いモテ男にグッと近づく



非モテは自己中心的な考え方しかできていない

何を話そうかな どんな話題が好みかな？

緊張するなぁ… 相手も緊張してるかも

ヒールを履いてるから 
きっと疲れてるだろうな歩くの疲れた…

非モテの考え方 テス値の高い男の考え方



49仕事で手を抜かない
仕事で手を抜いたり全力で取り組まない男は 
100％女性からモテるようになることはない
→女性は何かに全力で取り組んでいるような 
　尊敬できる人に魅力を感じるから

小手先の恋愛テクニックを100個覚えるより 
目の前の仕事に全力で取り組むことの方が 
テス値を上げてモテるための近道



50男としての魅力が全て
テス値を上げて得られる揺るぎない自信は 
真剣に努力をした男のみが手に入れられる

恋愛とは魅力と魅力の等価交換である

→どれだけ良い習慣も惰性で続けていては 
　一生テス値が上がることはない

→自分の魅力が30なら30程度の魅力がある 
　女性としか付き合うことはできない
→自分の魅力が100あれば100点の魅力的な 
　女性からモテるようになれる！


