
１日で大変身！そして自分の魅力や

“撮られる感覚”もみえてくる！ 

美人プロフィール写真撮影会 

ファッション・メイク・写真の３大変身ポイントで、 

“１日で自分が変わっていく感覚”を味わってみませんか？　　　　　　　　 

　　　　　                                    相沢のりこ・喜多良助 

今すぐ申し込む方はこちら 

この２人が、１日で大変身させて、ファッション・メイク・写真の３大変身ポイン
トで、あなたを生まれ変わらせるイベントを開きます。 
きっとこのイベントが終わった後には、“人ってこんなに変わることができるん
だ”って気付いでもらえると思いますよ。 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSjbGntylT


ファッション・メイク・写真の３大変身分野　でコラボする、 
ありそうで無かったイベント。 

今までこの３大分野は、あまりコラボすることがありませんでした。 
ファッションはファッションで、メイクはメイクで、 
写真は写真で、それぞれが独自で活動している状態。 

なぜなら、実際これらの人達はクリエイター気質が強いので 
あまり“コラボ”したりしません。 

しかし、私たちが思うこれからの成功のポイントは 

クリエイターもお互いの“強み”をコラボしていけば、 
もっとすごいものが出来ていく 

ということを思ったからです。これが開催のキッカケです。 

 



人はたった１日で生まれ変わることもできる。 

そして、意外とこれらの 

ファッション・メイク・写真　を変えることで、 

自分がどう変わっていくのか？ 

これが思いのほか伝わっていないようだったので、 

これら、この３分野について、もっと熱く語っていきたい（笑） 

と思っています。 

まずファッション。 

女性は昔からファッション、洋服が好きだったりしますから、 
昔からやっていきていると思います。 

でも、イマイチ自分が選ぶファッションに自信が持てない。 

買い物に行っても、どれを買えば良いのかがわからない。 

そんな悩みがでてくることもあると思います。 

そして、自分にとっても、しっくり来て、なおかつ自分が好きな人に 
好かれたい、TPOに応じて洋服を使い分けられるようになり、 
“これ可愛いですね”って言われたい。 

でも、その方法がイマイチ見えなかったりすることもある。 

そんな悩みってないでしょうか？ 

でも、これは実は解決方法があるんです。 



まず大前提として、ファッションって他人が見るものだから、 
自分だけで選んでいても何も見えてこない、 
ってものがあるってこと。 

もちろん自分の価値観、自分が好きなことも大切です。 

他人に100％合わせるのも、またしんどかったりしてくるので、 

・自分でも納得できていて 
・相手にも好感を持ってもらえる 

そんな素敵なファッションを選べたら理想ですよね。 

でも、それは本当に色々試着したり、色々と自分のことをわかって、 
意見を聞きながらやっていかないと見えてこない。 

で、そんな場所が意外とない、ってことなんです。 

で、そういった人になるにはどうすればいいか？ 

それは、 

・とにかく色々な洋服を試着して、自分を知っていくこと 

だったりします。 

試着して洋服を買うなんて当たり前かもしれませんが、 
それが３着程度だと意味がありません。 

１０着、２０着試着しても、しっかり来なかったのであれば、 
無理して買う必要はないんです。 

店員さんには悪いかもしれませんが、 
自分がしっかりと変わっていきたいのであれば、 

“断る勇気”なんてのも必要かもしれませんね。 



で、もちろんこれらの作業を色々と自分でやってもいいのですが正直、 
これを一人でやろうとすると、 

・２０着試着して、あれこれ悩んで、結局いい洋服に出会えない 

みたいなことになりがちです。 

これだけで日が暮れてしまいますし、買い物自体は楽しくても 
試着して、歩き疲れてしまって、それで１日が終わる。 

そんなことになってしまうと時間、お金も無駄ですよね。 

だって目的は、自分に似合う洋服に出会って、 
キラキラ輝きたい、売れっ子になりたい、好きな人に可愛いって言ってもらいたい、
それが目的なのですから。 

だから、別に“２０着試着して、あれこれ悩んで、結局いい洋服に出会えない” 

だったら、人生の目的からズレていっている、ということになりますね。 

ファッションもメイクも 
自分でやる時代から、 
プロに選んでもらう時代 

日本ではまだまだ、“ファッションは自分で選ぶ” 
のが普通な価値観がありますが、 
これも少しづつ変わってきています。 

洋服屋さんに言っても、そこでの専属スタッフがコーディネートしますよ、 
というサービスもちらほらできてきているほどなんです。 



今までには無かった流れですね。 
洋服屋さんは、洋服を売るのが仕事。 

その中から、自分が好きなもの選んでくださいねー 

だった。 

でも、その中で時代も変わっていって、今では、 

「モノ」を売る時代から、「サービス」に比重が置かれる時代になってきた 

んですね、いつの間にか。 

モノはもう有り余っている時代だし、いくらでも安く生み出せる。 

でも、それを求めているわけではなく、 

・もっと自分が輝くような素敵な洋服が欲しい 
・生まれ変わって、素敵な自分と出会いたい 

ですよね。 

でも、正直なところ、洋服屋さんが選ぶコーディネートサービスでは、 
正直、受けたいと思うかというとまず、 

・どんな馬の骨かもわからない人に自分の洋服を選んでもらいたくない 

ってのがありますよね（苦笑）。 

今は「どんな商品」より「どんな人」。 

人で選ばれる時代だからこそ、 

「誰に選んでもらうか」 

ってことがポイントになってくるんですよ。 



そして次はメイク（ヘアメイク・メイク）。 

この分野は、男性だと見えてこないこともありますが、 
女性はメイクやらないと、ということはあるでしょう。 

すっぴんで外に出られるのは中学生までですからね。 

ただ、ぶっちゃけ、 

・自分にとって最適なメイクってどんなもの？ 

ってところが、イマイチピンと来ていない人も多いのではと思います。 

これもファッションと同じで、人に見られるものなのにもかかわらず、 
自分ひとりで解決しようと思っているところが、 
うまくメイクできない最大の原因だったりします。 

で、人気を得られている女性を見るとやはり、 

・メイクは自分でやるものではなく、プロにやってもらうもの 

という人が多いです。 

ここが、人気な女性とそうでもない女性の違いにもなってきますが、 
自分でやっても、意外と上手くできなかったり、 
そもそも、自分でやること自体が、かなり器用なことです。 

“メイクは他人にやるのは得意だけど、自分のをやるのは苦手” 

という人もいるぐらいで、自分で自分をやるのは難しいし、 
そもそも、ヘアメイクもメイクも、テクニックがいるものだからです。 

でもそれも、やるんだったら 
ちゃんとわかっている人にやってもらいたいですよね。 



どんなことでも親身になってくれる 
“美”に関するコーディネーター登場 

「誰に選んでもらうか、誰にやってもらうのか」の話になったところで、 
ぜひ相談して欲しい、と思っっているこの人に登場していただきましょう。 

それが、 

「４０００人のファッション、メイクを担当してきた、 
相沢のりこさん」です。 

相沢のりこさんは元々、ファッションの分野でずっと 
活躍してきた人で、主に女性のヘアメイク、メイクが得意です。 

でも、女性だけでなく男性にも好評です。 

で、ここも最大のポイントですが、相沢のりこさん自体が 
美人でオシャレ、ファッションもメイクも完璧ってことです。 

そして結婚系の雑誌にも掲載されたことがあります。 

ファッションとか、メイクをやってもらうなら、 
まず、キレイじゃない人に選んでもらいたくないですよね。 



ですが見ての通り抜群にキレイで、 
ファッションもメイクの技術も完璧なんです。 

だからこそ、他人を生まれ変わらせることができたり、 
SNS上でも目を引くファッションになっているんですね。 

そこで、 

あなたも“たった１日で” 
生まれ変わるイベントに参加しませんか？ 

というお誘いなんです。 

まあ、でもそうは言っても 

・私なんでどうせ美人でもないし 

とか 

・そんなに可愛くないからやるだけ無駄 

と思っている人もいるかもしれません。 

でも、実は美人って感性ではなく、 
理屈で作られるって知ってました？ 

ぶっちゃけ美人と思われてる人も、 
すっぴんはそんなに美人でもない人もいる（笑） 

元々のセンスがどうだとか、そんなものではないんです。 



美人とか、可愛いと思えるのって理屈の世界。 

・ラーメンには、塩、しょうゆ、みそを入れましょう 
・アイスクリームには、バニラ、抹茶、ストロベリーを入れましょう 

とか、イメージとしてはそんな感じ。 

それをちゃんと入れてるから美しく見えるのであって、 

ラーメンにバニラを入れたり、 
アイスクリームにしょうゆを入れたりするから、 
微妙な味になっていたりするわけです。 

で、これらを知ってるか知らないかだけの話で、 
ファッションもメイクも結局は 

“味付け” 

なんですよね。 

その味付けを素人がやるのか、一流のシェフがやるか？によって、 
味が大きく変わってくるのは、想像できると思います。 

そして最後は、“写真”。 

これは、「写真が重要」というのは、まあなんとなくわかっている人も 
いるかもしれませんが、 
その“重要”の意味が大切です。 

これはSNS時代、起業女子・女性起業家がひしめいている今の時代において、 
もう「スマホで撮った写真」は、 
今後、もうだんだん時代遅れ感が出て来ると思います。 



今はまだそうでもないかもしれません。 
スマホでいいアプリがたくさんあるし、そういったものを使えば 
“そこそこキレイ”には撮れると思います。 

でも、スマホを使って女性の中で流行っているアプリで撮ったところで、 
ほとんどみんなと一緒になってしまいますし、 
そもそもライバルが多すぎる今の時代では、 
今後はどんどん反応が取れなくなってくると思います。 

昔話にたとえるとすると、 

昔、モノクロテレビが流行った時代がありました。 
それがカラーになった！というだけで、多くの人が飛びついて 
カラーテレビが売れました。 
でも、今度はそれが「ブラウン管カラーテレビ」から「液晶カラーテレビ」になり
ました。 
そしたら今度は「液晶テレビ」が売れ始めた。 
でも今そこから「テレビよりネット」時代になって、 
テレビ自体が売れなくなり、シャープも倒産したわけです。 

つまり、時代は繰り返すわけですから、 
また、今後は変わっていくわけです。 

でも、何かが流行り始めた時にやり始めるって正直遅くって、 

・次はこうなるだろう 

を予測して、先にその手を打っておく 

のが、賢いイノベーターのやり方になります。 

最初は良いかもしれませんが、 
少しづつ新鮮さを感じられなくなり、やがて終焉を迎える。 
過去においても、時代ってのはそんな風に変わっていきました。 



時代は少しづつ動いていくのですが、 
１日１日の動きは少しなので、意外とそこに気付きません。 
そして気づいた時には手遅れになっていくわけです。 
結局は、「ゆでガエル理論」みたいなもので、 

“今はいいと思って気持ちよくお湯に浸っていたら、 
少しづつ熱くなっていって、茹でたカエルになってしまう” 

みたいなものなんですね。 

で、これは時代の変化についても同じで、 

今はこれは流行り！と思っていても、それはあくまでも「今」の話で、 
来年にはさっさと変わっていることなんてザラにあります。 

それに女性起業の世界ではさらに速く、ぶっちゃけ 
３ヶ月スパンで変わっていくような世界。 

だから、常に時代の一歩先を行かないといけない。 

だから、今はスマホ、とかの時代かもしれませんが、 
今後はどうなるかわかりませんし、 
その１つが、プロの写真になっていくというのはあります。 

どう考えても、何十年も写真をやってきた人が、 
半年やそこらでかじった人には、かなわないわけです。 

今度どうなっていくかはわかりませんよ。 

でも一つ言えるのは、最初は素人レベルでも良かったものが 
有料化されたり、プロレベルのものを求められるようになる。 

ある程度行ったら、次はやり方自体が変わってくる。 
というのが、大体のセオリーですから…。 



写真に関しては今回、女性起業家プロデューサーでもあり、 
写真歴１５年（全く始めてからを入れると２３年） 
やっている「喜多良助」が担当します。 

 



 
 

＜撮影事例＞ 

私は元々、写真の世界で活動しようと写真学校に入りましたが、 
結局、“写真を撮る人”ではなく“カメラを売る人”になることになったので、 
５年ほどはずっと、カメラを売る人として活動してきました。 



しかしその傍ら写真は撮影しており、今では女性起業の世界で 
イベントを開催したり、プロデューサーとして活動しております。 

今では“SNS女性起業の世界を知っている、 
女性起業家プロデューサー”としての側面が強い私ですが、 
だからこそ「魅せ方」を込めた写真を撮影することができるんです。 

それももちろん「プロ仕様の高画質」で。 

単なる“フォトグラファー”というよりは、 
“女性を魅力的に変身させる魅せ方コーディネーター” 

的な要素が強いので、その要素を生かして撮影させていただきます。 

撮影をされた方は、写真が手に入ることはもちろんですが 
“新しい自分に出会えた”“写真を撮られることによってわかったことが多かった” 
という感想もいただいております。 

もちろん、撮影の時は楽しい時間になるように 
そして自然な笑顔、表情が出るように整えてきますし、 
ぜひ一緒に撮影してみましょう。 

写真を手に入れるだけでなく“新しい自分”も手に入れる。 
そんな気持ちで参加してみてください。 

＜イベント概要＞ 

１日で大変身！自分の魅力や“撮られる感覚”もみえてくる！美
人プロフィール写真撮影会 



日時　 
２０１７年６月２５日（日）１３：３０～１７：００ 
２０１７年６月２７日（火）１３：３０～１７：００ 
※どちらかお選びください。また、お一人お一人の撮影時間を事前にご案内いたし
ますので、その時間だけ来ていただくのもOKです（他の人の撮影を見たい人や、
他の方と交流したいは、最後まで居ていただいてもOK） 

場所　東京都内のスタジオ（場所は参加者のみにご連絡致します） 

価格　 
ファッション（お買い物同行プラン）＋メイク＋写真＝　４００００円（税込）
ファッション（持っているものからコーディネートプラン）＋メイク＋写真＝ 
３５０００円（税込） 
メイク＋写真＝２００００円（税込） 

人数　各日６名様限定→残りわずか 

お申し込みはこちら 

・ファッション　担当：相沢 のりこ 

ファッションのコンサルティングをご希望の場合は、事前に相沢のりこにご依頼し
ていただき、洋服を用意していただけます。 

・全く新しく全身コーディネートをやる場合のコンサル（お買い物同行プラン） 

・今持っているものからコーディネートするタイプのコンサル（持っているものか
らコーディネートプラン） 

この２種類で対応できます。 
 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSjbGntylT


お買い物同行プランの場合は、このような全身でオシャレなコーディネート 
ができます。今の流行・その人の魅力を生かす形で行います。今持っているものを
上手く活用したい場合は、持っているものからコーディネートプランを選んで頂け
れば、コストを抑えながらもオシャレになるように組み合わせて致します。 
ファッション・コンサルティングは事前に行います。 
（主に２０１７年６月中、撮影会の前に実施、日程は相沢のりことご相談の上） 

持っているものからコーディネートプラン　メッセージでのコンサル＋１時間のセッ
ション（カフェにて）　 

・ヘアメイク　担当：相沢  のりこ 

ヘアメイクを行います。当日の撮影前に行えますので、 
髪が崩れることなくスムーズに進みます。 



ヘアメイクの所要時間は、お一人３０分程度です。 

ヘアスタイルとしては、ダウンスタイル、ハーフアップ、ポニーテールなど。 
ベースメイクはお客様の方でしていただき、こちらでアイシャドウ、チーク、口紅
などのポイントメイクを行います。 
 

 

作例はこのような感じです。もちろん今の流行・その人の雰囲気、魅力を押さえた 
ヘアメイク・メイクを行います！ 

・写真　担当：喜多 良助 

ファッションも髪型もプロに一新してもらった状態で 
自然な感じを生かしながら撮影を行います。 
ご自身の魅力や雰囲気を生かしながら撮影致します。 

今回はスタジオ（室内）で撮影のため、 
梅雨時期特有の、雨などの心配もなく撮影ができますよ。 



お一人当たりの撮影時間：３０分程度 
撮影枚数：１００カット程度　を想定しております。 
イベント終了後、とりあえずの写真をお渡しします。 
それ以外のカットは、１～２週間程度でオンライン送付致します。 

ヘアメイク→撮影と進み、全体の所要時間は、お一人６０分程度です。 
撮影時間以外は、他の方とご歓談などいただくと良いかと思います。 
※ヘアメイク＆撮影の担当時間以外は、外出は自由です。 

■よくある質問 

Q  時間的にフルで参加できないのですが、参加しても大丈夫ですか？ 

A  メイク、写真撮影の時間は、お一人１時間程度を予定しておりますので、その
時間だけ来ていただければオッケーです。 
それ以外の時間は皆さんで歓談していても、そのままお帰りになられても大丈夫で
す。 

Q  子供がいるのですが、託児所などはありますか？ 

A お子さんがいらっしゃる方の場合、お子さんを預ける場所が必要かと思います
が、こちらにはご用意が無いため、各自でご対応をお願い致します。 
撮影時間の対応などは、個別で相談に乗ります。 
どうしても参加したい場合、こちらで対応を検討させていただきますので、まずは
ご相談くださいませ。 

Q 私は美人でもなく、あまり外見に自信が無いのですが参加して大丈夫ですか？ 

A  美人かどうかはこのレターでも書いたように、ファッション、メイク、写真で
大きく変わるので、むしろ参加して変身していただきたいです。この３つでこれだ
け変わるのか！を実感していただきたいです。それによって“周囲から褒められる
自分”なんかが手に入れば、だんだん自分に自信もついてくると思いますよ。 



■主催者プロフィール 
 

相沢 のりこ　パーソナルスタイリスト 

相沢のりこFacebook 

ファッション専門学校卒業後、 
４０００人以上をスタイリング&ヘアメイクする。 
あなたの魅力を最大限に引き出しながら、 
オシャレ美人に仕上げるのが得意です！ 

人の印象は、見た目で決まります。 
ファッションとヘアメイクが変わるだけで 
周囲からの対応がよくなったり、 
ビジネスであれば、お客様が増えるんです！ 
「外見の力」を最大限活用して 
人生をエンジョイしちゃいましょう！ 

https://www.facebook.com/norikostyling?fref=ts


 

喜多 良助　女性起業家プロデューサー、フォトグラファー 

喜多良助Facebook 

10代の頃から写真をやっており、 
本格的に写真を始めて15年以上。 
記念写真や婚礼写真、プロフィール写真など、 
様々な撮影を経験。 
プロの写真の世界と、女性の写真。 
女性起業家の世界をマッチングさせていきます。 

１日で大変身！自分の魅力や“撮られる感覚”もみえてくる！
美人プロフィール写真撮影会 

お申込みはこちら 

ぜひ、あなたのご参加をお待ちしております！！ 

https://www.facebook.com/ryosuke.kita.79
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSjbGntylT


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜特定商取引法に基づく表示＞

http://jyoseikigyouka.com/201706tokutei.pdf

