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株式会社ビューズ 代表取締役・美容家

株式会社クロス・エ・キューブ

代表取締役

鈴木 絢子

松藤 あつこ

学生時代からライター・リポーターなど、
情報発信の仕事に携

㈱クロス・エ・キューブ代表。日本一の石鹸作りを目指し、

わる。美容外科・化粧品会社の広報を経て、広告代理店で薬事

2 0 0 8 年「 z e r o ス ノ ー ウ ィ ー ソ ー プ 」を 発 売 。そ の 後

法・ライター専門部署を設立。独立後は美容健康関連500社以

「zero+PLessenceシャンプー&トリートメント」を発売し多

上のコンサルティングを行う。
（社）日本スーパーフード協会

くの有名人に支持されリアルな口コミだけで累計20万個以

理事に就任し、
「内外美容」
をテーマに執筆・メディア出演など

上を販売中。

幅広く活動中。

ビューティープランナー

コスメプランナー・デザイナー

ヨガインストラクター・美容ライター

梅野 利奈

石原 久真子

高木 沙織

外資系経営コンサルティング会社、
化粧品会社のマーケティン

メイクアップアーティスト。NY、日本で現場経験を積み、26

航空会社を退社後、美容ライターの活動を通しビューティー

グ・商品企画を経て、
独立。

歳で化粧品会社を設立。ヒット商品を生み出し、
現在はコスメ

フードアドバイザーとして、多くの食に関する資格を取得。

小手先のテクニックだけではなく、
あり方を伝える外見心理学を

プランナーとしても活動。製造から流通販売までのトータル

“美容と食には密接な関係がある”をモットーにフード系のイ

もとに、
ファッション誌、
美容誌での美容ライター、
セミナー講師、

プロデュースを得意とし、企業のコンサルなども含め様々な

ベント講師・執筆に携わる。
ヨガインストラクターとしても活

アドバイザーとして幅広く活動中。

企画に携わっている。

躍中。

ライター・美容家・WEBコンサルタント

料理研究家・フードコーディネーター

デザイナー

馬場 さおり

河瀬 瑠奈

樋口 継恵

病気にならないための医学
「予防医学」
のディプロマを取得し、
健

「食を通して大切な人とのくらしをもっと楽しく」
という考えの

大手ファッションメーカーのデザイナーを経て、コレクショ

康的視点から見た美容法を提案。
ライティングは専門に限らず、

もと、
レシピ開発、
イベント企画運営、
メディア出演、
コラムのプ

ン関係、ランジェリー、コスメ、アクセサリー、広告関係等幅

メイクや旅行など幅広いジャンルで活動中。
編集やディレクショ

ロデュースなど、
「食」
の様々なシーンで活動。
現在フードクリエ

広い分野で活動。枠に囚われず、トレンド、ニーズを敏感に捉

ンも行い、
医療・美容系のSEO対策におけるWEB制作のコンサル

イティブファクトリーの執筆プロデューサーに就任し、
さらに活

え 商 品 企 画 が 得 意 。通 販 番 組 に 出 演 し た 際 に 、3 0 分 間 で

としても活躍中。

躍の幅を広げている。

6,000枚の販売実績ももつ。

編集ライター・通訳翻訳家

美容家

コスメプランナー・デザイナー

パツワルド 敬子

飯塚 美香

奈良 留美子

出版社編集勤務ののち、
1年間の渡米留学を経てフリーランスの

有限会社アイアール代表取締役。美容関連サイト「キレイナ

コスメプランナーとして独立後、自身で企画した化粧品やサ

編集ライター兼翻訳家に。
国内外比較情報の発信をしつつ、
現在

ビ」の運営をメインに、美容コラム執筆、通販番組出演など美

プリメントなどをインターネットを中心に販売している。
「バ

はドイツ語も習得中。
ほんの少し“きちんと”するだけで時短を叶

容家としても活動。コスメコンシェルジュ、
ダイエットインス

ランシングゲル」
は、
発売数か月でアットコスメのオールイン

える、
『道徳美容』
の提唱者。

トラクター、美容薬学等の資格を生かし、
全国各地でセミナー

ワンゲル部門1位を獲得。広告戦略・販売戦略を含めたプラン

やイベントも開催している。

ニングが成功し1年間で2,000名の定期顧客を開拓した。

デザイナー

美容家

管理栄養士・料理研究家・スーパーフードマイスター

CHIKAGE

上原 桃子

「大切な人との暮らしをもっと楽しく」
を理念とする食のクリ

五十嵐 ゆかり

桑沢デザイン研究所卒業後、2006年に独立。グラフィック、

トータルエステティックサロン、
美容整形外科、
インストラクター

エイティブ制作会社 株式会社フードクリエイティブファク

WEB、パッケージ、映像などを中心としたブランディング

を経て過去プライベートサロンの主宰。
エステティシャン歴16年

トリー代表。日々の暮らしに取り入れやすく美容や健康にう

ディレクション、デザイン制作から、パーティー、ディスプレ

の経験を活かし講師、
執筆と幅広い活動を行う。

れしいレシピが得意。料理研究家として出版、商品開発、コラ

イの空間演出などを手がけている。

ム執筆、
メディア・イベント出演、料理教室など、
多方面で活動
中。

PRプランナー

サロンオーナー

インテリアコーディネーター

西脇 仁美

垣内 綾子

小島 真子

インテリアコーディネート、
ラフスタイル代表 。

累計売上360万本以上の商品開発・PRを経て、
ブランドディレク

エクステンションサロン・MANHATTAN(マンハッタン)代

ターとして数々のコラボ商品をプロデュース。
現在は、
ブランド

表。”瞳”が、女性を”Happy”にする無限の可能性を秘めたキー

法人ではサロン、
オフィス、
社員寮、
ホテル等を手掛け、
個人では、

Pressとして、
販売促進ツールの企画・SNSのディレクションを行

パーツだと考え、NYと日本での経験と技術を生かしたサロン

引越し時のレイアウト相談、
新築・リフォーム時のインテリアコー

い、
医療関係のメディア戦略なども手がける。
小学館
「AneCan」
の

展開が多くのメディアで注目を浴びる。現在、アメリカ・シカ

ディネートを務める。
セミナー講師、
執筆活動、
コンサルティング、

読者モデル、
ビューズのPRプランナーとしても活躍。

ゴを含め7店舗に拡大。プロデューサーとして、商品開発も手

企画やメディア協力等でも幅広く活動中。

がける。

ライター・エディター

メイクアップアーティスト

松本 愛

黒木 絵里

フードコーディネーター・ライター

音仲 紗良

女性誌・ファッション誌・WEBマガジン等でライター・エディター

Eri Kuroki Make-up solution代表。メイク講師をはじめ、企業

雑誌や書籍などの出版社にて、
主婦向け情報誌の編集・取材・執

として活動中。
得意分野は美容記事、
インタビュー記事ほか。
広告

のメイクのビジュアルルック作成のディレクション業務やコ

筆に携わり、
美容から食・ライフスタイル・ファッションなど、
幅

記事制作、
WEBサイトのディレクション、
化粧品企画、
コラム執筆

スメ監修のほか、
美容ライター、
ヘアサロンのコンサルティン

広いジャンルをこなす。

なども手がける。

グ業務も行っている。

現在はフードコーディネーターとして、
フリーランスのエディ
ター＆ライター、
レストランの広報＆キッチンアシスタントとし
て、
マルチに活躍中。

日中美容研究家

ライター

漢方薬剤師・vv美容ライター

濱田 文恵

軽部 幸菜

森田 博美

自身の人生を変えた「美容」に魅了され、11種類のビュー

美容、
食、
オーガニックのスペシャリストとして執筆・企画・プロ

漢方薬剤師として、ダイエットや美肌、妊活・出産への幅広い

ティー系資格を取得。現在は出身地である中国の中医学を基

モーション・ビューティーアドバイザーの活動を中心に、
「 No

知見をもつ。
「美容は必ず健康という土台の上に成り立ってい

にした東洋美容や食事法などの伝統美容を中心に研究中。記

Happy,No Beauty」
をテーマにした女性が自分らしく心地良く輝

る」という信念の元、
女性の健康美や幸せな人生に貢献するた

事執筆、
セミナー講師等マルチに活躍。

くためのライフスタイルを提案。
また、
集英社 MAQUIAアンバサ

めの活動をマルチに行っている。

ダー・VIPブロガーとしても活動中。

女性ホルモンバランスプランナー

照井 窓日

女性ホルモンバランスプランナーの資格のもと、個人面談や
セミナーを通して個人が持つ悩みへの食事や生活スタイルの
改善提案を行っている。
自身の企業での就業経験から、忙しい中でも取り入れること
ができる簡単な美食事・美習慣を提案していくことを目指し
て活動中。

痩身美容家・ヘルスメンタルプランナー

清崎 汐里

ビューティープロデューサー・メイクアップアーティスト・
ビューティーコンサルタント

小笠原 彩

美容プロデュース・コンサルティング会社、
Encolor in-beaute代
表。
メイクアップアーティストとして、
10年以上にわたりロンド
ン、
ニューヨーク、
東京など、最前線のトレンドシーンで活躍。
Vogue Italia、
georgio armani などを始めとする多くの有名雑誌
やファッションショー、
広告等でメイクを手掛けハリウッド女優も

ビューティーライフアドバイザー

の瘦身サロン
「ガリシア」
では、
心理カウンセリングを取り入れ、

になり、
人生が変わるきっかけとなる場を作りたい！」
という想い
から、
メイク、
スキンケア、
ライフスタイルに特化したレッスンを
開講中。

デザイナー

寺嶋 美穂

して数々のメディアに執筆活動を行う傍ら、ドクターへのコ
ンサルティングやドクターキャスティング、
化粧品・サプリの
開発支援も行う。

くらしの夢アドバイザー

坪川 愛

美容や健康に特化したIT業界での営業を経て、
自身のプライ

婚活プロデューサー

ナビ」を運営後、
独立。医療をベースとした美容家・ライターと

10歳の頃から本格的に家事を始め、
常に効率を考えた家事・整理
収納を実践。
「くらしの夢アドバイザー」
として活動を開始する。
お部屋の改造(整理収納)と家事代行サービスを行っている。
掃
除・料理・節約・整理収納・介護・育児、
暮らしに関わる様々な分野
を得意としており
「あなたに寄り添う」
をテーマに暮らしの悩み
を解決している。
プロの技術で行うワンランク上の家事代行や、
今までにない
【捨てない片付け】
が評判となっている。

ベートサロンをオープン。
「自分に自信のない女性が美しく綺麗

大阪

全国２００件以上の美容クリニックの情報を掲載する「キレ

船山 葵

元看護師。
日本エステティック協会認定校にて、
皮膚生理論やメ

Osaka

平野 香奈絵

顧客に持つ。

イクを学び、
化粧品会社を経て独立。
展開中のモデルの間で人気
内面ケアにも力を注いでいる。

美容医療専門美容家・ライター・コスメマイスター

エステサロンオーナー・講師・ライター

井上 琴子

寒川 あゆみ

アパレル企業で広告デザイナーとして勤務。女性なら

オーストラリアのエステサロンで勤務の傍らフリーエ

ではの繊細さと柔軟性を持ち、可愛いデザインを得意

ステティシャンとして活動したのち、帰国。大阪にて

とする。ファッション、ビューティーだけでなく、様々

「private salon Laule'a」をオープンし、サロンワーク

なジャンルのカタログやCDジャケット、パッケージデ

他、マッサージスクール講師・イベント出店・美容ライ

ザインなども手掛ける。

ター・PRなどの活動をしている。

カラーコンサルタント

コスメメーカー・美肌研究家、ライター

柴谷 聡恵

杉本 由美

関東、
関西、
名古屋の3拠点にて婚活プロデューサーとして活躍。

「自分スタイルを実現する」
をモットーに、
ライフスタイルに
「色」
と

企画・運営・集客を一人でこなし婚活パーティーで1,000名を集客

「イメージ」
の付加価値を提案。
10年間で4000人以上をコンサル

減らしたいという思いを抱きながら、
海外コスメの輸入販売会社

した実績をもつ。
お客様をやさしくサポートし、
美容・ファッショ

ティングし、
「外見」
「内面」
「ライフスタイル」
を含めたトータルプ

での経験を経て、
独立。
自らが企画したスキンケア商品などに加

ン・メンタルをあらゆる側面からフォローアップしている。

ロデュース提案に定評がある。

え、
その他の美容商材をインターネットを中心に販売。

自身の様な肌トラブルによって辛い思いをする女性を一人でも

ボディメイククリエイター・MC

Makky

週末起業ブロガー

ライター

青山 雅子

川内 麻由美

某イベント事務所で10年間女性のスタイル維持、
立ち方、
ダンス

化学系メーカーで研究職として働く傍ら、
物販・イベント立ち上げ

シンガポール航空にて客室乗務員として、
6年間勤務後、
帰国。
OL

講師を務める。
ハワイで学んだヨガをはじめ、
ストレッチ、
ダンス

等を経験。
現在はブロガー・WEBライターとして活躍中。
自身の経

の傍ら、
母親とアクセサリーブランド、
「La vie en Rose」
を立ち上

エクササイズを融合した独自のカリキュラムで音楽に合わせて楽

験および知識を生かした独自のセミナーやイベントなどを精力的

げ、
ネット販売を開始。
CREW WORLDのライターとして女性が

しく美しいボディラインをクリエイトするレッスンを行っている。

に企画・開催している。
これまでの参加者は、
述べ500人を超える。

綺麗になれる秘訣を伝えている。

ライフスタイルコーディネーター

フォトグラファー

美容家・サロンオーナー

田中 美帆

たけむらなつみ

服部 祐美子

22歳の時に、
フジテレビ"あいのり"にMIEとして参加。
現在、
関西

デザイナーの母と兄の影響により、
美術を生かした仕事をするた

アイラッシュ＆トータルエステ
「Cherie」
をオープン。
某エステサ

美活サークル代表を務める。
カフェやコスメのブランディングを

めフォトグラファーに。
主にアパレル、
美容系企業の撮影経験を

ロン全統括店長として実績を積み上げたことを生かし、
外部講師

はじめ、アロマセラピー、
マッサージ技術を習得しプライベートサ

積み、ファッション・ビューティー系広告撮影、
アーティスト撮影

をはじめ、
まつげの負担を半減させるオリジナルまつげエクステ

ロンをオープン。
多数の女性向けイベントを手掛ける。

など幅広い分野で活動中。
女性目線の繊細な表現を得意とする。

や目元商品の開発を手がける。

ヨガインストラクター・ヨガインストラクター向けコンサルタント

管理栄養士

堀見悦子バレエ・ダンススタジオ 主宰

堀見 悦子

Machiko

北村 絵梨子

ヨガを通して
「人は変われる。
人生は変わる」
をテーマに、
大学やヨ

管理栄養士として、
4年間弁当給食施設でヘルシーメニューの開

を始め、
全国バレエコンクール入賞、
東京ディズニーランドの専属

ガスタジオでのレッスン、
コラボレーションなど多数イベントを

発などに携わる一方、
モデルスクールの美容栄養講座の講師や、

ダンサーを経て人材育成などに携わる。
海外での活動経験をもと

企画。
インド・香港・ロス・ハワイ・NYでの経験を生かし、
自分らしく

料理教室アシスタント、
コールドプレスジュース専門店の商品開

にコンサートダンサーやミュージカルの出演、
体操部の演技指

充実した豊かな人生を提案している。

発・栄養機能監修ボランティアメンバーとして参加している。

導、
振付も担当している。

カラーソムリエ・カラーコンシェルジュ

まつげエクステサロンオーナー

"

植田 幸代

堀見悦子バレエ・ダンススタジオ主宰。
3歳よりクラシックバレエ

モデル

橋場 朱梨

村上 恵理

東京にて読者モデル等の活動をしている中、
結婚を機に大阪に移

自宅サロン
「Meets Color School」
を開設。
現在はパーソナルカ

サロンドシェリー神戸オーナー。
ホテル提携のブライダル美容サ

住。
0歳の女の子を持つ1児の母。
ブログやインスタグラムでライ

ラー診断・各種カラー講座をはじめ、
診断士養成講座を開講して

ロンでの経験や、
百貨店内サロンにてまつげエクステ、
眉ワックス

フスタイルを発信しながら、
大阪を拠点に活躍中。

いる。
また大手百貨店・ショッピングモール・地方自治体主催イベ

脱毛技術を習得したことで、
その後、
独自の施術方法を確立する。

ントに、
カラー診断士・講師として精力的に活動している。

店舗運営、
広報のノウハウももつ。

サロンオーナー兼 アイリスト・エステティシャン・スタイリスト

Miki

数々のサロン経験やモデル・芸能人を担当した実績をもつ。
大阪
新町に
「Lycka Salon for Beauty&Bridal」
、
神戸元町にあるヘアサ
ロン
「atelier.」
内に
「Lycka by atelier.」
をOPEN。
さらに兵庫県西宮
に
「by Lycka」
を新たに展開した。

サロンオーナー

トータルビューティースタイリスト

中根 恵

Nagoya

名古屋

もとに、
トータルビューティスタイリストとして活躍中。

コラムニスト・ライター

マーケティングコンサルタント・イベントプロデューサー

モデル活動を経て、
外資系大手アパレルメーカーで販売実績全国
NO.1を獲得。
現在
「Me-jora」
主宰。
パーソナルカラーのノウハウを

佐藤 美穂

HARAKO

橋本 みゆ紀

Waxing Salon LUAR
（ルアール）
代表。

幼い頃からアトピーやニキビといった肌トラブルの実体験をもと

大手宝飾品会社、
製薬会社
（コスメ事業）
、
通信業界で、
営業・販売

日本ブラジリアンワックス協会認定講師として女性の活躍をサ

に、
サイト運営を学びながらライター活動をスタート。
「同じ悩み

実績共にNo.1を獲得。
また大手企業のカウンセラーやマーケティ

ポートをしながらも通年80％を超える人気サロンを経営。
技術の

を持つ人が他にも居るかもしれない」
そんな思いから、
記事を通し

ング研修講師を務める。
現在は、
外面・内面の両面が美しくなる

高さには定評があり、
現在でも美肌研究に日々務めている。

て多くの人に情報を届けている。

ビューティーイベントのプロデュースや女性のためのビジネスセ
ミナーを主催している。

管理栄養士・美肌食アドバイザー

美容ライター

管理栄養士・ 花嫁・妊活食セラピスト

松尾 和美

継田 理恵

ごんだえり

ベジフルビューティーアドバイザー、
美肌食アドバイザー、
健康

化粧品メーカーのホームページ・ランディングページ・リーフレッ

名古屋初の管理栄養士チームをプロデュースするace代表。
花嫁
レッスン、
コラム掲載、
セミナー講師、
メニュー開発、
レシピを多数

療法ダイエットアドバイザーなどの資格を持ち、
インナービュー

ト等のライティング、
商品セミナー等を手がける傍ら、
『ずぼら美

ティーの専門家として活動中。
「Belthy(Beauty&Healthy)」
をテー

容』
と自分を慈しむナチュラルな美容法
『自己愛美容』
を提唱。
現

提案し、
仕事も結婚も妊娠も“自分らしく”選択できる女性を増や

マに、
レシピ開発や講師、
イベント企画運営、
執筆など、
食に関わ

在は、
地元・愛知県で活動中。

すため、
食事面とマインド面からサポートしている。

サロンオーナー

ファッションコラムニスト・名古屋嬢研究家

高橋 有佐妃

サロンオーナー

大谷 理沙

名古屋市のホリスティックサロンDiCuore(ディクオーレ）
主宰。
エ

レディースアパレルプロデュースで店舗を大規模SCに初出店に

株式会社ベネフィッツ代表取締役。
某化粧品専売サロンでのフェ

ステティック・メディカルアロマ・自然手技療法オステオパシー

導く。
洋服ブランド PinkLove の立ち上げを経て、
ピークラブコー

イシャルエステティシャン、
美容部員としての経験を生かし、
管理

（ホロソフィー）
などの施術と美容・美肌についてや、
子宮・女性ホ

ポレーション設立。
現在は女性の美に関するプロデュース全般を

栄養士とエステティシャンが手掛けるカフェ＆サロン「ベネ

行う。

フィッツビューティーマーケット」
を運営している。

サロンオーナー

美容スタイルプロデューサー

食空間コーディネーター

名古屋市北区にてフェイシャルエステをメインとするサロンを運

三高販売株式 会 社代表取締役にして、スキンケアブランド

食空間クリエイター。
企業広告監修、
食器制作、
カタログ企画、
窯

る活動に携わる。

笠原 裕子

ルモン・自然な生理(おまたぢから®を上げる生理トレーニング®)
など女性に関する様々なセミナーを開催している。

水野 智世

内ヶ島 有美

和田 よう子

営。
「いつまでも女性として輝いていたい、
そして周りの女性も同

「RAURA」
を立ち上げた。
「女性の美意識を高めたい！」
という思い

業コンサルティング等幅広く活動。
また、
ジャパンテーブルコー

じ様な気持ちをずっと持って人生をenjoyしてもらいたい」
という

から、
名古屋を拠点に美容啓蒙活動を行い、
新しい美容エイジン

ディネートスクール代表として、
数多くの資格取得者・講師を輩出

強い想いのもと、
フェイシャル、
ボディ、
メイクレッスンなどトータ

グコンセプト
『ラグジュアリーエイジング
（LA）
』
を提唱している。

し、
窯業商社に向けた講座や、
県立高校への特別授業も受け持つ。

ベジタブル料理研究家・カリスマ主婦

フードスタイリスト・ビューティボディセラピスト

ルビューティを提供している。

Food

食

料理(お菓子)研究家・スイーツコミュニケーター

弓 陽子

浅倉 ユキ

TOMOCO

通称
「あな吉さん」
。
ファン１万人を組織するカリスマ主婦として、

サンフランシスコで暮らした経験を活かし、
オーガニックレシピ

子育てママへの拡散力と集客に定評がある。
「ゆるベジ」
をテーマ

や、
短時間でスタイリッシュに仕上げるテクニックに定評がある。

に書籍を１７冊出版、
メディア出演多数。
簡単レシピの開発、
セミ

レシピ開発および提供、
撮影コーディネート、
セミナー講師、
レス

ナー講師、
調理器具活用が得意。

トランプロデュースなどを得意とする。

管理栄養士・節約料理研究家

フードコーディネーター・フードスタイリスト

甘利 祐子

Akiko Kaneko

２００軒以上のパティスリー
（東京、
パリ他）
を食べ歩いた経験を

「太ることは遺伝や体質ではなく食習慣」
をモットーに、
より美味

「身近なものでスタイリッシュに」
をコンセプトに、
トータルフード

軸に、
ウェディングケーキ、
引菓子の製作や、
焼き菓子販売などを

しく、
美しく、
元気になれる提案を得意とする。
コラム執筆やセミ

コーディネートを提案。
米国滞在を経て帰国後、
イベント企画・プ

手掛ける。
パティシエになりたい子供のケーキ教室開催。
ルコル

ナー、
レシピ提供、
メディア出演、
イベント等。
離乳食、
幼児食向け

ロデュース、
企業のレシピ開発・提案など、
多方面で活動中。
フ

ドンブルーパリ パリ本校卒業。

セミナーも開催。

ルーツやハーブレシピを得意とする。

フードコーディネーター・食生活指導士

日本ソムリエ協会認定ソムリエ・フードコーディネーター

料理研究家・ライター

地方特産品、
農産加工品などの商品開発
（企画・レシピ制作・パッ

意外な食材とワインとのコラボにより、
話題性や斬新さをアピー

専門はマクロビオティック、
薬膳、
酵母と発酵、
アレルギー対応食。

成瀬 優子

ノグチ ミキ

ケージ等のプロデュース）
を得意とし、
手がけたジャム、
菓子、
アイ

ルする提案が得意。英国WSET認定

スクリームなどは、
大手百貨店等、
生協などで販売中。
食育教室、

Certiﬁcate、A+ オーストラリアワイン認定

料理教室の講師経験も長い。

Achievement、
TALK食空間コーディネーター3級

ストラン紹介、
コラム執筆、
撮影なども担当。

フードコーディネーター

フードコーディネーター・オーガニック料理ソムリエ

美養フードクリエイター

大学卒業後、
専門商社にて海外雑貨、
ファッション用品などのバ

世の中には素晴らしい食材や食器、
食文化があります。某大手

大学卒業後、
4年間の会社勤務を経てManami”s Kichen開校。

イイングやPR、
自社インテリアブランドの企画・開発・販売、
商品

メーカーの商社部門にて営業として勤務。
各地をめぐる中で、
伝え

2008年本草薬膳学院にて薬膳を学び中医薬膳師の資格を取得

ディスプレイの業務をこなす。
学生時代にフランスへ留学し、
食

たいけど中々そこまで力が回らない生産者や開発者が多くいるこ

美と健康と食の関係に注目し、
体内時計や味覚といった身体の仕

丸山 朋子

International Higher

森山 亜美香

Certiﬁcate of

水嶋 千恵

ベジタリアン料理と普通食、
離乳食や制限食など、
両立料理の展
開メニュー開発、
妊娠出産授乳期の健康レシピなど多数提案。
レ

岩田 まなみ

やテーブルコーディネートにより関心がわき、
フードコーディネー

とに気づきました。
そんな方々と全国・世界の人々をつなぐ
「食の

組みにそった自然な食生活、
を美味しく食べて心も身体もキレイ

ターの資格を取得。
ビューズのメンバーとして活動の場を広げる。

伝道師」
として、
レシピ開発・フードスタイリング・料理作成を主に

になる食スタイルを提案する。
著書に
『ヤセ菌が増えて太らない

主に、
洋風でおしゃれ感のあるスタイリングが得意で、
誰でも簡単

アプローチのお手伝いをさせてください。

に作れ、
食べごたえ・見栄えのあるレシピを提案している。

食べ方』
（自由国民社）
がある。
多数のメディア出演実績もあり。
美肌・美腸レシピを得意とする。

