“会いたい”と異性が感じるお見合い写真を
LADIE’S チェックポイントは3つ

華やかさ
◆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）

清潔感
◆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。

表情
◆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。

before

after

MEN’S チェックポイントは3つ

サイズ感
◆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）

爽やかさ
◆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）

表情
before

after

◆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）

活動が開始すると、
このようにプロフィール写真が並びます
。

スタジオ・フレーム

モデル：IBJスタッフ

撮影のみプラン

17,600円（税込）⇒

大阪梅田店

モデル：IBJスタッフ
オススメ

14,300円（税込）

【プラン内容】
■スタジオ撮影（平日は日程要相談にて、ロケ撮影への変更も可能）
■ご撮影のみ（1ポーズ3カット） ■画像修正１カット
【お渡し方法】
■メールにて、翌々日までに納品
ご撮影のみのライトなプランです。
ヘア・メイクは下記オプションにてご用意しておりますので、
よりクオリティの高いご撮影をお求めの方にはヘアメイクの追加がおすすめです。
※ヘアメイクオプションの追加をご希望の場合は、ご予約時にお知らせください。

「クリックしたくなる写真」があなたを成功させる!!

モデル：IBJスタッフ

梅田

モデル：IBJスタッフ

その他オプション
■ヘアセット 男性 1,650円／女性 2,200円（税込）
■女性お直しメイク 2,200円（税込）
■女性フルメイク 4,400円（税込）
■画像修正（1カット） 2,200円～（税込）
■ロケ撮影に変更 5,500円（税込）
※当日のオプション追加は、状況によって承れない可能性がございます。
＜ご注意事項＞
■ヘアメイクの追加をされない場合は、ご自身にてヘア・メイクを完成させてご来店下さい。
■スタジオ内のお待合スペースが狭くなっておりますので、
ご予約のお時間5分前を目安にご来店をお願い致します。

ヘアメイクの追加をされない場合、女性はフルメイクとヘアセット、
男性はヘアセットとシェービングを施してご来店下さいませ。

店舗情報
【スタジオ名】 スタジオ・フレーム 大阪梅田店
【住所】大阪府大阪市北区曽根崎2‐1‐12ラ・オカシオンビル3階
JR北新地駅F85番出口より徒歩2分/東梅田駅7番出口より徒歩5分
【電話】06-6809-5775
【営業時間】10：00-19：00
【定休日】火曜日

ご注意ください

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。

PHOTO＆MAKE-UP STUDIO Pix-do! 心斎橋

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

IBJポイントメイクコース

17,600円（税込）⇒

オススメ

13,200円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■ポイントメイク
■撮影2カットデータ
■ヘアーセット
メールデータで当日納品
■撮影2カット
■写真修整（お客様にご確認いただきながらおこないます）

IBJメンズコース

15,400円（税込）⇒

12,100円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■メンズメイク
■撮影2カットデータ
■ヘアーセット
メールデータで当日納品
■撮影2カット
■写真修整（お客様にご確認いただきながらおこないます）

店舗情報
【スタジオ名】 PHOTO＆MAKE-UP STUDIO Pix-do! 心斎橋
【住所】 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-10-7 御香堂（ミカド）ビル2F
【電話】 06-6282-5600
【営業時間】月～土 11：00～20：00（最終受付19：30）
日・祝 10：00～19：00（最終受付18：30）
【定休日】 年中無休（お盆・年末年始を除く）

心斎橋

「会いたい」と思わせる一枚を！

モデル：IBJスタッフ

IBJフルメイクコース

19,250円（税込）⇒

モデル：IBJスタッフ
オススメ

14,850円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■フルメイク
■撮影2カットデータ
■ヘアーセット
メールデータで当日納品
■撮影2カット
■写真修整（お客様にご確認いただきながらおこないます）

全プラン共通
【全プラン共通オプション】
■Ｌ版プリント1枚
■追加撮影1カット(Ｌ版プリント1枚付き)
■追加撮影データ１カット
■写真修整

165円（税込）
2,750円（税込）
1,650円（税込）
1,650円（税込）

ご注意ください

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。

La Bonita improve

『会ってみたい』と思わせる、最高のお写真撮影しませんか？

草津

モデル：IBJスタッフ

撮影オンリープラン

13,200円（税込）⇒
【プラン内容】
■撮影 30ショット以上撮影
■セレクト2枚 美肌修正
■セレクト2枚 納品

10,000円（税込）
【お渡し方法】
■撮影当日CD-R またはメール納品
お客様のご希望でお選びいただけます。

メイクお直し＆ヘアセット＆撮影プラン

18,700円（税込）⇒
【プラン内容】
■メイクお直し
■ヘアセット
■撮影 30ショット以上撮影
■セレクト2枚 美肌修正
■セレクト2枚 納品

16,500円（税込）
【お渡し方法】
■撮影当日CD-R またはメール納品
お客様のご希望でお選びいただけます。

ヘアセット＆撮影プラン

15,400円（税込） ⇒
【プラン内容】
■ヘアセット
■撮影 30ショット以上撮影
■セレクト2枚 美肌修正
■セレクト2枚 納品

オススメ

13,200円（税込）
【お渡し方法】
■撮影当日CD-R またはメール納品
お客様のご希望でお選びいただけます。

フルメイク＆ヘアセット＆撮影プラン

20,350円（税込） ⇒
【プラン内容】
■フルメイク
■ヘアセット
■撮影 30ショット以上撮影
■セレクト2枚 美肌修正
■セレクト2枚 納品

オススメ

18,150円（税込）
【お渡し方法】
■撮影当日CD-R またはメール納品
お客様のご希望でお選びいただけます。

店舗情報

ご注意ください

【スタジオ名】La Bonita improve
【住所】 滋賀県草津市野路1-8-18eeビル2F JR南草津駅東口 徒歩3分
【電話】 077-567-5557
【営業時間】平日 10:30～20:00 土日祝 9:30～19:30 【定休日】火曜日

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。

表参道ステューディオwest

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

IBJレディスプラン

18,700円（税込) ⇒

オススメ

モデル：IBJスタッフ

IBJレディス・ロケーションプラン

17,600円（税込)

25,300円（税込) ⇒

オススメ

24,200円（税込)

IBJメンズ・ロケーションプラン

IBJメンズプラン

15,400円（税込) ⇒

肥後橋

素敵なスポットで自然なロケ撮影！安心の 6 ヶ月間再撮影保証。

14,300円（税込)

【お渡し方法】
【プラン内容】
■ナチュラル修正
■フルメイク＆ヘアセット
（肌トラブル・クマ・カラー調整）3カット
■撮影2ポーズ・3カットセレクト
■データお渡し 3カット
■背景セレクト
■L版プリント1枚プレゼント

22,000円（税込) ⇒

20,900円（税込)

【お渡し方法】
【プラン内容】
■ナチュラル修正
■フルメイク＆ヘアセット
■屋外ロケ撮影2ポーズ・4カットセレクト （肌トラブル・クマ・カラー調整）4カット
■データお渡し 4カット
■ヘアメイクが必ずロケに同行！
■L版プリント1枚プレゼント

全プラン共通
【オプション】■1ポーズ追加（全身） 3,300円（税込）

■土日祝日利用：追加料金無料

店舗情報
【スタジオ名】表参道ステューディオwest
【住所】大阪市西区江戸堀1-19-23 NAGASAKIビル305
大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅8番出口徒歩3分
京阪中之島線 渡辺橋駅フェスティバルプラザ経由8番出口徒歩3分
【電話】06-4256-8831 【営業時間】10:00～19:00 ※完全予約制
【定休日】月曜日（月曜祝日は営業・翌日を振替休業）

ご注意ください

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。

スタジオ神戸221B

モデル：IBJスタッフ

フルメイク撮影プラン

19,910円（税込）⇒

神戸No１．時間をかけた撮影で沢山の出会いを！

モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ

三宮

モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ

オススメ

18,810円（税込）
【お渡し方法】
■1ポーズ1カット
■データ修整
■CD-ROM納品

【プラン内容】
■フルメイク
■ヘアセット
■スタジオ撮影

【その他オプション】
■USB納品の場合
■北野ロケーション撮影（事前要予約）
■カット追加（修正付き）
■プリント渡し（L版サイズ4枚セット）
■お急ぎメール納品（撮影日翌日のメール納品1カットまで）

550円（税込）
1,870円（税込）
3,300円（税込）
1,100円（税込）
1,100円（税込）

※ご要望がございましたら、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

店舗情報
【スタジオ名】スタジオ神戸221B
【住所】兵庫県神戸市中央区北野町4丁目8-3 ジャスナムアヴェニュー 2階
地下鉄三宮

徒歩10分/JR三ノ宮 徒歩11分/阪急三宮 徒歩11分/阪神神戸三宮 徒歩12分

【電話】050-1201-6667
【定休日】なし

【営業時間】10:00～20:00

ご注意ください

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。

スタジオ728

おもわず「会いたくなる」そんな婚活写真を撮影します

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

オリジナル撮影パックプラン（ヘアメイクあり）

18,040円（税込）⇒

オススメ

16,000円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■ ヘアメイク、ポイントメイク
■ 1ポーズ1カット高画質CDデータ
■ 美肌仕上げ
■ Lサイズ プリント
■ 婚活フォトレタッチ
■ web用に高画質のリサイズ
※画像を加盟店様に無料でメールするサービスを開始いたしました。
サービスが必要な方は、予約時に事前に仰ってください

京都/西梅田/梅田/あべの/心斎橋/千里中央/神戸元町

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

オリジナル撮影パックプラン（ヘアメイクなし）

12,540円（税込）⇒

11,000円（税込）

【プラン内容】

【お渡し方法】
■ 美肌仕上げ
■ 1ポーズ1カット高画質CDデータ
■ 婚活フォトレタッチ
■ Lサイズ プリント
■ web用に高画質のリサイズ
※画像を加盟店様に無料でメールするサービスを開始いたしました。
サービスが必要な方は、予約時に事前に仰ってください

全プラン共通
【オプション】■ 追加1パック（1ポーズ、高画質データ、Lサイズ） 4,400円(税込)
※ご要望がございましたら、画像を加盟店様にメールするサービスにもご対応いたします

■ 1ポーズ1カットWEB用データ

1,100円(税込)

店舗情報
【スタジオ名】 スタジオ728

・京都店
京都市下京区 四条通御幸町西入奈良物町372番
075-257-7100 10:30～20:00（日・祝 ～19:00）
・西梅田店 大阪府大阪市北区堂島1丁目 堂島地下街6号 06-6344-5921 10:00～20:00（土・祝 10:00～18:00）※日曜日定休
・梅田店 大阪市北区芝田2-1-3 06-6292-8291 10:30～20:00（日・祝 10:30～19:00）
ご注意ください
・あべの店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29AITビル1F 06-6616-7818 10:30～20:00（日・祝 ～19:00）
・心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-12 心斎橋1号館2F 06-4704-3721 10:30～20:00（日・祝 ～19:00）
担当カウンセラーから予約してください。
・千里中央店 大阪府豊中市新千里東町1-3-220 せんちゅうパル2番街2F 06-6831-2569 10:00～19:30（日・祝 ～19:00） 撮影当日は「予約票」を持参して下さい。
・神戸元町店 神戸市中央区元町通1丁目4-18 078-325-1008 10:30～20:00（日・祝 10:30～19:00）

フォトスタジオノールス心斎橋店

モデル：IBJスタッフ

お勧めプラン１女性（室内での撮影）

19,800円（税込）⇒

関西で唯一！ホットペッパービューティー掲載スタジオ

17,600円（税込）

【プラン内容】
■スタジオ内での撮影 ■女性フルメイク（もしくはポイントメイク）
■眉カット
■ヘアセット
■全体的な画像修正
【お渡し方法】
■Webデータ1カットメール送信（LINEもしくはメール）

お勧めプラン3 男性・女性（室内での撮影）

13,200円（税込）⇒

12,700円（税込）

【プラン内容】
■スタジオ内での撮影 ■女性フルメイクポイントメイク
■男性メンズメイク
■ヘアセット
■肌の修正のみ
【お渡し方法】
■Webデータ1カットメール送信（LINEもしくはメール）

【電話】
【営業時間】

お勧めプラン２男性（室内での撮影）

16,500円（税込）⇒

15,400円（税込）

【プラン内容】
■スタジオ内での撮影
■男性メンズメイク
■眉カット
■ヘアセット
■全体的な画像修正
【お渡し方法】
■Webデータ1カットメール送信（LINEもしくはメール）

全プラン共通
【オプション】
■ロケーション撮影（屋外撮影）
■追加撮影1ポーズ
■L版プリント1枚
■衣装レンタル1着
■スーツレンタル（男性）
■アクセサリーレンタル

5,500円(税込)
7,700円(税込)
1,100円(税込)
1,100円(税込)
無料
無料

ご注意ください

店舗情報
【スタジオ名】
【住所】

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ
オススメ

心斎橋

フォトスタジオノールス心斎橋店
大阪市中央区東心斎橋筋1-19-20ローズハウス2F
心斎橋駅･･･クリスタ長堀南10番出口から徒歩2分
06-6252-7575
10:00～19:00（最終受付18：00）【定休日】火曜日（祝日は営業）

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。

スターメーカースタジオ

モデル：IBJスタッフ

IBJ男性プラン

13,000円（税込）⇒

心斎橋

自分らしさにひとつプラス出来る写真スタジオ

モデル：IBJスタッフ

モデル：IBJスタッフ

IBJ女性プラン

12,000円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■表情違い上半身「2カット」
■2カットデータ即日店頭お渡し
■メンズメイク
（CD-Rまたはメール送信）
■メンズヘア
■画像修整「2カット分のクマ、お肌トラブル、
色調など修正する『好印象補正』付き」

モデル：IBJスタッフ
オススメ

16,500円（税込）⇒

15,000円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■表情違い上半身［２カット］
■2カットデータ即日店頭お渡し
■フルメイク
（CD-Rまたはメール送信）
■へアアレンジ（ダウンスタイル）
■画像修正［２カット分のクマ、お肌トラブル
色調など修正『好印象補正』付］

全プラン共通
【全プラン共通オプション】
■リプリント※1カットあたり同写真L判2枚
500円（税込） 【その他】
■土日祝撮影追加料金：無し
■リプリント※1カットあたり同写真L判4枚 1,000円（税込）
■撮影途中のお着替え：無し
■ヘアアレンジ アップスタイルへ変更
500円（税込）
■撮影カット数追加
3,000円（税込）

店舗情報
【スタジオ名】 スターメーカースタジオ
【住所】
大阪市中央区心斎橋筋2-6-14ACROSS BLD.11F
【電話】
06-6212-4414
【営業時間】平日：11:00～20:00（最終メイク受付19:00）
土日祝：10:00～19:00（最終メイク受付18:00）
【定休日】年中無休（12月30日～1月3日除く）

ご注意ください

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。

Patrick-osaka

モデル：IBJスタッフ

IBJ特別プラン（女性）

16,500円（税込）⇒

東梅田

異性目線のモテメイクを得意とするデータ全納品の写真スタジオ

モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ
モデル：IBJスタッフ モデル：IBJスタッフ

IBJ特別プラン（男性）

オススメ

14,300円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■簡単ヘアメイク（男性目線でのヘアメイク講習付き） ■LINE
■スタジオ撮影
■PCメール
■修正（肌のトラブル+色調補正+パーツ修正）
■修正データ1枚
■衣装2パターンまで可能
■CD-R（別途＋220円）

16,500円（税込） ⇒

モデル：IBJスタッフ

オススメ

12,100円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■ヘアメイク（肌のトラブル隠し、ヘアセット） ■LINE
■スタジオ撮影
■PCメール
■修正（肌のトラブル+色調補正）
■修正データ1枚
■衣装2パターンまで可能
■CD-R（別途＋220円）

全プラン共通
【その他オプション】
■修正の追加 肌のトラブル+色調補正
1枚あたり 880円 (税込)
■修正の追加 肌のトラブル+色調補正+パーツ修正（体のライン等） 1枚あたり1,650円(税込)
■セルフホワイトニング（痛みゼロで超音波ホワイトニング）
1回 3,300円（税込） 2回 5,500円（税込）
※ご要望がございましたら、画像を加盟店様にメールするサービスにもご対応いたします

店舗情報
【スタジオ名】patrick-osaka
【住所】大阪市北区兎我野町4-9オルミオン北野2F
JR大阪駅徒歩10分、地下鉄東梅田駅 徒歩7分 泉の広場M14番出口より徒歩3分
【電話】06-6948-8690 【営業時間】12:00～20:00
【定休日】日曜日、祝日
※ラインからのご予約を開始致しました。※ID：@fls0163x
営業時間外でもご予約対応をいたします

■ロケ撮影 スタジオ近辺徒歩圏内（扇町公園など） 3,300円 (税込)
■ロケ撮影 大阪市内
5,500円 (税込)
■ロケ撮影 大阪府内
7,700円 (税込)
その他は応相談

ご注意ください

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。

セルフィット

梅田／ あべの／四条烏丸

写真から始まる恋愛、ここにあります。

モデル：IBJスタッフ

【女性】IBJ特別プラン

17,702円（税込）⇒

モデル：IBJスタッフ
オススメ

17,600円（税込）

【プラン内容】
■クイックメイク(ポイントメイク)
■クイックへアセット

【お渡し方法】
■１ポーズ１カットのデータお渡し
＜限定特典＞
女性が喜ぶ「粗品」プレゼント！

【オプション】（女性）※すべて税込表示
■フルメイク変更
4,400円
■ヘアアレンジ変更
4,400円
■Ｌ判プリント１枚追加 3,300円
■データ１カット追加
3,300円
■撮影追加ポーズ（１ポーズにつき/データ１カット付） 8,800円
■屋外撮影
8,800円～

モデル：IBJスタッフ

【男性】IBJ特別プラン

14,850円（税込）⇒

モデル：IBJスタッフ

14,300円（税込）
【お渡し方法】
■１ポーズ１カットのデータお渡し
＜限定特典＞
男性が喜ぶ「粗品」プレゼント！

【プラン内容】
■ヘアセット
■眉カット

【オプション】（男性）※すべて税込表示
■Ｌ判プリント１枚追加 3,300円
■データ１カット追加
3,300円
■撮影追加ポーズ（１ポーズにつき/データ１カット付） 7,150円
■屋外撮影
8,800円～

店舗情報
■大阪 梅田 スタジオ
【住所】大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル1F【電話】06-6343-0770
■大阪 あべのルシアス スタジオ
【住所】大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 ルシアスビル15F【電話】06-6585-7357
■京都 四条烏丸 スタジオ
【住所】京都府京都市下京区立売中之町106番地ヤサカ四条ビル8F【電話】075-253-1888
【営業時間】10:00～19:00
【定休日】毎週火曜日※2～3月は定休日なし

ご注意ください

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。

STUDIO LOODY

四条

「奇跡」の1枚ではなく、あなたらしい1枚

モデル：IBJスタッフ

フルメイク撮影プラン

20,900円（税込） ⇒
【プラン内容】
■ヘア
■メイク
■ポージング指導
■スタジオ撮影

オススメ

17,600円（税込）
【お渡し方法】
■データ1カット
■フォトレタッチ

IBJメンズプラン

16,500円（税込） ⇒
【プラン内容】
■ヘア
■メイク
■ポージング指導
■スタジオ撮影

14,300円（税込）
【お渡し方法】
■データ1カット
■フォトレタッチ

全プラン共通
【オプション】
■ロケ撮影
3,300円(税込)
■スタイルチェンジ
5,500円(税込)
■追加データ1枚（フォトレタッチ込み） 2,200円/１枚(税込)
※ご要望がございましたら、画像を加盟店様にメールするサービスにもご対応いたします

店舗情報
【スタジオ名】KYOTO MAKE-UP STUDIO LOODY
【住所】京都府京都市下京区繁昌町300-1 カノン四条室町307
市営地下鉄 烏丸線四条駅6番出口 徒歩5分
【電話】075-757-6124 【営業時間】平日11：00-20：00 / 土・日・祝10：00-19：00
【定休日】月曜日

ご注意ください

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。

上原フォートスタジオ

モデル：IBJスタッフ

ロケーション撮影プラン

27,500円（税込）⇒

モデル：IBJスタッフ
オススメ

25,500円（税込）

【プラン内容】
【お渡し方法】
■フルメイク ■ご希望へアセット
■2ポーズ2カットデータお渡し
※クイックヘアチェンジ＋衣装チェンジOK
※修正1カット

IBJフォトプラン

13,200円（税込）⇒
【プラン内容】
■クイックメイク(ポイントメイク)
■クイックへアセット

滋賀

「会いたくなる写真」を撮影

モデル：IBJスタッフ

男性限定・メンズベーシックプラン

17,600円（税込） ⇒
【プラン内容】
■メンズメイク ■ご希望へアセット

ベーシックプラン

12,500円（税込）
【お渡し方法】
■1ポーズ1カットのデータお渡し
※修正なし

その他オプション

モデル：IBJスタッフ

19,800円（税込） ⇒
【プラン内容】
■フルメイク
■ご希望へアセット

15,500円（税込）
【お渡し方法】
■1ポーズ2カットデータお渡し
※修正1カット

17,500円（税込）
【お渡し方法】
■1ポーズ2カットデータお渡し
※修正1カット

■フルメイク＆フルヘアセットへのアップグレード 5,500円(税込)
■外ロケーション撮影に変更 5,500円(税込)
■データ修正 2,200円～4,400円(税込)
■データ１カット追加 3,300円(税込)
■プリント渡し 1,650円(税込)
■1ポーズ追加 8,800円(税込) …シチュエーション変更、クイックヘアチェンジ、衣装チェンジ

店舗情報
【スタジオ名】上原フォートスタジオ
【住所】
滋賀県守山市守山3丁目12-2
JR琵琶湖線･･･守山駅徒歩約20分 お車の方･･･名神栗東ICより車で10分
【電話】
077-582-1300
【営業時間】 10:00-19:00(ご相談ください) 【定休日】火曜日

ご注意ください

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。

