
“会いたい”と異性が感じるお見合い写真を

before after

before after
活動を開始すると、
このようにプロフィール写真が並びます
。

MEN’S チェックポイントは3つ

サイズ感

爽やかさ

表情

◆ジャケットの肩幅は必ずチェック！
（肩幅が合っていないとバランスが悪く見えます）

◆黒系ダーク色より、明るいトーンがおススメです
（ジャケットやシャツを爽やか色にするなど）

◆笑顔はマスト。女性は写真で「表情」を見ています
（事前に鏡を見て笑顔の練習をしておきましょう）

LADIE’S チェックポイントは3つ

華やかさ

清潔感

表情

◆明るいトーンの着こなしは目に留まりやすいです！
（パステルカラーがおススメ）

◆露出しすぎ、個性強すぎ、メイク濃すぎは要注意。
男性からの好感度が婚活では重要です。

◆キュートさor上品さor優しさorハツラツさ。
自分らしさが伝わる最高の笑顔で。



WHITE BALANCE

店舗情報

【スタジオ名】WHITE BALANCE
【住所】表参道：東京都港区 南青山 5-12-2 倉澤ビル3F（表参道駅B3出口より徒歩6分）

渋谷：東京都 渋谷区 渋谷 2-14-10 NAGANUMA Bld 1F（渋谷駅ヒカリエ方面出口より徒歩5分）
【電話】03-6427-9290 【定休日】なし
【営業時間】10:00〜19:00 （最終受付19時）

※データのお渡しは撮影日の翌日メールにて相談所への納品となります。

渋谷

ご注意ください

大きな窓からたくさんの光が入り、グリーンが美しい全天候型のスタジオ
です。あなたの大切な出会いへの第一歩のお手伝いをさせてください。

22,000円（税込）⇒ 16,500円（税込）

女性プラン
（レタッチ・ヘアセット付き）

【プラン内容】
■スタジオ撮影
■写真データ2カット（内１カットレタッチ付き）
■ポイントメイク（ヘアメイクのお直し）
メイクは通常通り、ヘアはダウンまたはハーフアップで
お越しください。

オススメ

【オプション】
■１カット追加（修正無し） 3,300円（税込）
■お肌のレタッチ追加（１カット）2,200円（税込）

19,800円（税込）⇒ 16,500円（税込）

【プラン内容】
■スタジオ撮影
■写真データ3カット（内１カットレタッチ付き）
■ヘアスタイリング ※ワックスやジェルなどはつけずに
お越しください。
ネクタイ着用の際は何本かお持ち頂ければスタッフが一緒に
お選び致します。

男性プラン
（レタッチ・ヘアセット付き） オススメ

【オプション】
■ロケ撮影に変更 3,300円（税込）
■１カット追加 （修正無し） 3,300円（税込）
■お肌のレタッチ追加（１カット）2,200円（税込）

表参道

女性ロケアップグレードプラン
（フルメイク+ロケ撮影+１カット追加）

31,900円（税込）⇒ 24,200円（税込）

【プラン内容】
■ロケ撮影
■写真データ3カット（内１枚レタッチ付き）
■フルメイク ※メイクはスキンケアのみ、
ヘアはオイルやワックス、巻いたりなどのアレンジは
せずにお越しください。

【オプション】
■フルメイク 3,300円（税込）
■ロケ撮影に変更 3,300円（税込）
■１カット追加（修正無し） 3,300円（税込）
■お肌のレタッチ追加（１カット）2,200円（税込）

担当カウンセラーから予約してください。
撮影当日は「予約票」を持参して下さい。

ご注意ください



BESTSCENE Hairmake & Photo Studio

店舗情報

【スタジオ名】ベストシーン ヘアメイク＆フォトスタジオ有楽町店
【住所】東京都千代田区有楽町2丁目10-1東京交通会館3階
【電話】03-6551-2612 【定休日】水曜日
【営業時間】7:00〜19:00 （最終受付18時）

※18時のご予約の場合、データのお渡しは翌日以降となります。

有楽町

担当カウンセラーから予約してください。
撮影当日は「予約票」を持参して下さい。

ご注意ください

ここから奇跡が始まります！

モデル：IBJスタッフ

19,800円（税込）⇒ 17,294円（税込）

女性スタンダードスタジオ 60分

【プラン内容】
■写真データ2カット(修正データ)
■当日お渡し（1時間後）
■ポイントメイク
（ファンデーション以外のメイクをお客様に合わせたメイクです）
■ヘアセット （ハーフアップ・アップ・スタイリングブロー等)
■撮影2〜3ポーズ(30〜80カット)

オススメ

【共通オプション】
■フルメイク(ベースからのメイク) 1,650円（税込）
■データ 1カット(修正データ) 2,750円（税込）
■全データ(修正無し) 8,800円（税込）
■プリントハガキサイズ1枚 1,320円（税込）

モデル：IBJスタッフ モデル：IBJスタッフ モデル：IBJスタッフ

19,800円（税込）⇒ 15,400円（税込）

【プラン内容】
■写真データ2カット(修正データ)
■当日お渡し（1時間後）
■ポイントメイク（髭隠し・ファンデーション・眉）
■ヘアスタイリング
■撮影2〜3ポーズ(30〜80カット)

男性スタンダードスタジオ 60分 オススメ

【共通オプション】
■眉毛カット 1,430円（税込）
■データ 1カット(修正データ) 2,750円（税込）
■全データ(修正無し) 8,800円（税込）
■プリントハガキサイズ1枚 1,320円（税込）



make up salon AGIRL (帝国ホテル)

店舗情報

【スタジオ名】make up salon AGIRL (帝国ホテル)
【住所】東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ4階
【電話】03-6206-1159 【営業時間】11:00〜19：00 【定休日】不定休
【その他注意事項】ご予約優先です。突然のご来店は対応できない場合がございます。

24時間受付可能なネット予約もおすすめです。

日比谷

担当カウンセラーから予約してください。
撮影当日は「予約票」を持参して下さい。

ご注意ください

黄金比メイクで、人生を変える一枚を撮りませんか？

22,000円（税込）⇒ 18,700円（税込）

黄金比メイク&フォトプラン

【プラン内容】所要時間：約70分 ～ 90分
■2ポーズ、20カット撮影
■20枚データーお渡し 翌日中までにメールにてお渡し
■黄金比フルメイク＆ヘアアレンジ＆ティーサービス

オススメ

【オプション】※すべて税込価格です
■眉スタイリング 2,200円 ■ポイントメイク 5,500円
■ヘアアレンジ 3,300円 ■撮影カット追加(10カット) 3,300円
■お渡しデータ追加（10枚） 3,300円 ■画像修正1枚（最大翌々日納品) 2,200円
■衣装チェンジ 2,200円 ■フェイシャルエステ 2,200円
■着物レンタル＆着付け 22,000円 ■衣装レンタル/１着 3,300円

モデル：IBJスタッフ モデルIBJスタッフ モデル：IBJスタッフ

クィックフォトプラン

33,000円（税込）⇒ 28,600円（税込）

11,000円（税込）⇒ 9,900円（税込）

【プラン内容】所要時間：約15分 ～ 30分
■2ポーズ、10カット撮影
■10枚データーお渡し 翌日中までにメールにてお渡し
※こちらのプランにヘアメイクはついていません。
※こちらは期間限定プランのため、告知なく終了する場合がございます。

黄金比メイクレッスン&フォトプラン

オススメ

【プラン内容】所要時間：約120分 ～ 140分
■2ポーズ、20カット撮影
■20枚データーお渡し 翌日中までにメールにてお渡し
■黄金比フルメイクレッスン＆ヘアアレンジ＆ティーサービス



MK PHOTOGRAPHY

店舗情報

【スタジオ名】MK PHOTOGRAPHY
【住所】東京都中央区銀座7-12-4友野本社ビル5F
【電話】03-6264-2095 【営業時間】平日11:00〜20:00  土日祝10:00〜19:00
【定休日】水曜日（祝日の場合は営業いたします）

銀座

担当カウンセラーから予約してください。
撮影当日は「予約票」を持参して下さい。

ご注意ください

これから出会うパートナーへ、120％のあなたを

モデル：IBJスタッフ

23,100円（税込）⇒ 19,800円（税込）

IBJフォトプラン 女性フルメイクコース

【プラン内容】
■フルメイク
■ヘアセット
■データ10カット入りDVD-R
■デジタル修正2カット
■Ｌサイズプリント2枚（修正2カットのお写真）

20,900円（税込）⇒ 16,500円（税込）

IBJフォトプラン 男性コースオススメ

【プラン内容】
■ポイントメイク
■ヘアセット
■データ10カット入りDVD-R
■デジタル修正2カット
■Ｌサイズプリント2枚（修正2カットのお写真）

IBJフォトプラン 女性ポイントメイクコース

20,900円（税込）⇒ 17,600円（税込）
【プラン内容】
■ポイントメイク
■ヘアセット
■データ10カット入りDVD-R
■デジタル修正2カット
■Ｌサイズプリント2枚（修正2カットのお写真）



銀座シルキア

店舗情報

【スタジオ名】メイクアップサロン＆フォトスタジオ 銀座シルキア
【住所】東京都中央区銀座1-13-12 銀友ビル5階

【電話】03-6228-6536 【営業時間】【平日】11:00〜19:00 【土日祝】10:00〜18:00
【定休日】年中無休（但し、年末年始を除く）

銀座

担当カウンセラーから予約してください。
撮影当日は「予約票」を持参して下さい。

ご注意ください

会ってみたいと思われる一枚のために、、、。

モデル：IBJスタッフ モデル：IBJスタッフ

17,600円（税込）⇒12,100円（税込）

IBJメンズプラン

【プラン内容】
■メンズヘア＆メイク
■1ポーズ撮影（セット撮影※）
■画像修正（色調補正・美肌修正等）

【オプション】
■ポーズ数を2ポーズに追加（画像16枚残し） 1,650円（税込）
■ポーズ数を3ポーズに追加（画像20枚残し） 3,300円（税込）
■インデックスプリント 550円（税込）
■L判プリント 1,100円（税込）
■輪郭等の画像修正 2,750円（税込）
■眉トリミング 1,540円（税込）
■付けまつ毛 1,100円（税込）
■台紙 7,150円（税込）〜

21,890円（税込）⇒14,960円（税込）

IBJレディースプラン

全プラン共通

【お渡し方法】
■CD-ROMで画像データ８枚+修正データ1枚

【プラン内容】
■レディースヘア＆メイク
■1ポーズ撮影（セット撮影※）
■画像修正（色調補正・美肌修正等）

オススメ

【お渡し方法】
■CD-ROMで画像データ８枚+修正データ1枚

※シャッター回数は10回〜20回程度→8枚残し
※セット撮影とは、出窓や植物などを背景に使い、スタジオ内で 擬似的なロケー
ション撮影をする方法です。
※画像を加盟店様に無料でメールするサービスも実施しております。
※当店ではメイク落としは行っていないため、ノーメイクでご来店いただいた場合
はフルメイクを、メイクをされてご来店いただいた場合はご自身のメイクの上から
撮影用にお直しさせていただきます。

※土日祝日の撮影は＋2,200円(税込）かかります。

オススメ


