
化粧のチカラ
化粧師秀のメッセージ

 

あなたは、
何のために化粧を
していますか？
あなたの未来について考える！

100年時代と言われる様になって、あなたはいま、自分の人生の未来を
どんな風に描いているでしょうか？

個性を大切に、多様性を認め合おうと言われながらも、あなたは本当に
誰にも遠慮無く、なりたい理想の自分に出会う事が出来ているでしょうか？

年相応と言われる様に、年齢的な他人の常識感に、あなたは知らず知らず
操られて、やりたい自分を見失ってはいないでしょうか？
　
社会における今の自分の存在感と理想の未来へ誘う創造力、
その視覚表現のひとつである化粧。

そのチカラをあなたの未来のために、いま一度見直してみませんか？

化粧のチカラ内容
✦100年時代の化粧
✦あなたにとっての化粧とは？
✦あなたの眉の見直し方
✦あなたの化粧の見直し方
✦人生が変わる化粧のチカラ
✦あなたらしさとは
✦人間関係が変わる眉メイク
✦今すぐあなたがすること



あなたにとって化粧とは？
　100人アンケートの結果

上位の面倒くさいもの、迷い多きもので約半数を占め
なくてはならないものを含めると7割を占めます。

なくてはならないものが、
楽しくて仕方ないと言う意味であれば良いですが、
素顔で出れない、隠さなくてはいけない、などの仕方ないと言う
ネガティブな感情であれば、以外な結果となります。

楽しいもの、ワクワクするものと言うポジティブ感情の人は、
たったの18人ととても少なく感じます。
これでは、とても勿体ないと言わざるを得ません。

積極的でなく、以外と
ネガティブ感情を抱きながら
化粧をしている人が多い



あなたのフルメイクの頻度は？
　100人アンケートの結果

化粧について、面倒くさいもの、迷い多きものなど
多くの方々がネガティブ感情を抱きながらも、ほぼ毎日、
週に3～4回を合わせると過半数の方が頻繁に化粧をしています。

そして、週1～2回、仕事の時だけ、ほとんどしないと言う人と
対照的で半々に分かれています。

どちらにしてもほとんどしない16人以外の84人の人は、
何らかの理由で化粧をしていることになります。

どうせ化粧をするのなら、あなたにとって良い影響を与えるもの
にして欲しいと思います。

ネガティブ感情を抱きながらも
頻繁にフルメイクをしている
人も実際に多い



化粧で1番悩みのパーツは？
　100人アンケートの結果

ベースメイクが44人と1番多いですが、これは肌のトラブル、スキンケア
の悩みも含まれるため多くなると考えられますが、次にダントツに
眉メイクが多いのです。
チーク、リップメイクにいたってはほんの少数です。
眉メイクの悩みが解消され、上手になれば、メイク全体にも自信が持てる
ようになるのではないでしょうか？

実際、眉と目元は連動しているので、眉メイクが上手になるとアイメイク
も見栄えが良くなるのです。
そう言う意味でもプロのメイクアーティストも眉には非常にこだわりを
持っています。
まずは、あなたの眉メイクから見直してみてはいかがでしょうか？

眉メイクの悩みが解消され
上手になれば、メイク全体
に自信が持てる様になる！



あなたの眉を見直してみる
　まずは標準眉を理解して下さい

　イラストの手順通りに描いて行きます。

①眉山を決めます
　目安は黒目端上から目尻上ぐらいまでの範囲です。

②眉山を起点に眉尻を描きます　
　目尻カーブに沿って平行になるように描きます。

③眉尻の長さは、口角と目尻を結ぶラインまで

④眉山から眉頭に向かって眉の太さを足していきます。
　小鼻から鼻穴上延長線上の範囲まで
　眉頭の5～7ミリは、ぼかしてグラデーションを！

眉メイクの悩みが解消され
自信が持てれば、メイクが
楽しくなり自信が持てる様に
なってきます！

⑤眉頭より眉尻が下がらない様に気をつけます。

※描いたあとに、もう一度眉ペンをあてて
　チェックしてみて下さい。

※眉山が外にいけばいくほど、正面顔が広がり
　穏やかな印象に、眉山が内に入ると正面顔が
　狭くなりシャープな印象になります。

※眉の色は、黒目と髪色の中間色を目安に

※最初にアイブローブラシでイメージを作り
　そのあと眉ペンで整えて行くと洗練された眉が
　描けます。

詳細は、あなたらしい美眉が描ける
無料メルマガ講座
（全8回解説動画12本）をご参考に！

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


あなたのお顔を眉で小顔に
　眉のデザインを理解して下さい

①眉山と眉山の間を正面顔と言います。
　
②眉頭と眉頭の間をトップと言います。　

③眉山から外側を側面顔と呼びます。

④眉頭から眉山への角度をつければ、立上げ眉に
　なだらかにすれば、水平眉に

たった1ミリの眉の差で、お
顔が膨張したり、スッキリと
小顔に見せる事が出来ます！

以上のことから

眉山を外側（目尻上）にすれば、正面顔が広くなり
ふっくらみせることが出来ますし、眉山を内側（黒目
端上）にすれば、正面顔が狭くなりスッキリ小顔に

通常、眉頭は小鼻の延長上ぐらいですが、最大内側
（鼻腔の上）に入れれば求心顔（集中した顔）になり
ます。

また眉を立ち上げることで、お顔を面長に見せる効果
があり、スッキリさせる事が出来ます。

詳細は、あなたらしい美眉が描ける
無料メルマガ講座
（全8回解説動画12本）をご参考に！

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


お顔や化粧に対する考え方
を少しだけ見直してみる！
毎朝の化粧タイムは、神聖な時間

あなたのお顔や化粧に対する考え方を
少しだけ見直してみるだけで
いま以上に

①自然と今以上に美しくなります。
②メイクにも迷いがなくなり自信が持てます。
③素敵な人のご縁があります。
④お仕事の成果アップ、人間関係が良くなります。
⑤楽しくハッピーな時間が増えて行きます。

そこで提案です。

朝の化粧時間に3分ゆとりを持って！

心を整えて
神さま・宇宙と繋がる事を意識してメイクをする
のです。
あなたを守ってくれている神さまに会うために
感謝するために、心を清めるために
毎朝メイクをするのです。

鏡に映るあなたのお顔を
いつも神さまと感じ慈しんで下さい。

そんな気持ちを持つだけで、あなたは戸迷いなく
自信を持ってメイクが出来るようになり
それが何よりもあなたの大切な未来へと
今後の生活に高い高い波動エネルギーを高めて
いくことになります。

提案①
化粧時間に３分のゆとりを持たせる！
朝の忙しい時間こそ自分を慈しみ
精神統一する時間と考える。

化粧時間は、お顔を大切にする時間、
心を整える儀式と決める！



お顔や化粧に対する考え方
を少しだけ見直してみる！
毎朝の化粧タイムは、向上心が持てる時間

あなたは、メイクをしながら何を考えていますか？
何も考えてない、テレビを見ながら、携帯を見なが
ら等、
“ながら”メイクをしていたとしたら、これがまた
とっても勿体ないのです。

私たちは、日々知らず知らずのうちに潜在意識に
操られています。
ひとつひとつ意識しないとそれが自覚出来ません。

その感情に影響を与えているのも脳です。
つまり思考ですよね。その脳に1番近いお顔と言う
皮膚が良くも悪くも感情を刻み続けています。
お顔（皮膚）と脳は表裏一体です。

毎朝のお化粧で、ご自分のお顔や脳に対して
是非ともプラスのイメージ、ご褒美を与え、
日々化粧の向上をして欲しいと思います。

提案②
化粧をしている時間は、ながら作業
をやめ、他の事を考えないで、
一点集中する！

そして

あなたの理想の化粧と現状の比較を
し、修正する時間のゆとりを持つ。
　
出来上がった化粧の写真を撮り
記録を残し、日々比較して行く。
　
自然と脳が修正機能を働かせて
あなたの化粧が上達していきます。



お顔や化粧に対する考え方
を少しだけ見直してみる！
毎朝の化粧タイムは、自分を元気にさせる大切な時間

あなたは、お化粧後に、鏡に写る自分に何と
話しかけていますか？

「良しこれで今日も頑張るぞ！」
「わたし、最高！」
「ビューティフル！」
「パーフェクト！」

そんな風に毎日、毎朝、声をかけて下さい。

仮に、不安や迷いや自信がない様な化粧に
なって、ネガティブな感情が出たりしても、
そんな日もあると、その感情に気づくこと
を意識して、笑顔でごかまして下さい。

化粧の上手下手より、あなたの最も素敵な
化粧は、笑顔です。笑顔に勝るものはありま
せん。笑顔も化粧も訓練で上手くなります。

提案③
化粧後の自分自身への声がけと
しぼり出す笑顔を忘れない！

どんな高価な化粧品を使っても
どんなに上手に化粧が出来ても
そこに笑顔がないと台無しです。

あなたの笑顔は、あなたが１番
美しい最高級の化粧です。



今週タイガーズは

ベアーズに大きな勝利を

おさめました

試験に役立つ

生産性のためのヒント

初心者向けガイド：

古典文学

勉強で使うアプリケーションを

マスターする

�⽉�の内�

化粧の効果
 化粧のチカラを味方につける！

何の為に化粧をしているか？の問いに、身だしなみと答える人も多い。
江戸時代、化粧の事をけわいと読んでいたがこれは気配（けはい）から来ていると言う。
つまり化粧は、人に対しての気配りである、思いやりであると言う意味も込められているのです。
そして化粧の仕方で、落ち着きや安心感、好印象を相手に与える事も出来るのです。

また化粧は、相手の視覚に訴えかける表現方法でもあり、言葉なしで自分と言うイメージを
伝えることが出来ます。

美容室に行った後に誰かに見せたくなるようなそんな効果が化粧にもあり、化粧が上手く出来れば、
自信も持て、人に積極的に会ったり、積極的に関わろうとするコミュニケーション力が生まれます。

コミュニケーションメイク®は、女性を元気に、人間関係の潤滑油として社会を活性化し、
笑顔の輪を増やそう！と言う願いを込めて付けたネーミングでもあります。

「何のために化粧をしているのか？」
　ひとつひとつ再認識して見ましょう！



今週タイガーズは

ベアーズに大きな勝利を

おさめました

試験に役立つ

生産性のためのヒント

初心者向けガイド：

古典文学

勉強で使うアプリケーションを

マスターする

�⽉�の内�

化粧の効果
 化粧のチカラを味方につける！

新人の歌手や芸能人が急に美しくなっていく事ってありますよね。
人に見られていると言う意識が、自分を奮い立たせ美しくさせて行きます。

あなたが自信を持って美しい化粧をすればするほど、周りに対しても元気や勇気や癒やしを
与えていることにも気づけるでしょう。

そして何よりもあなた自身が見られる喜びを感じ、自己存在感が増して行くのです。
ため息がつくほど、オーラのある美しい化粧で周りを感化させて行く事も出来ますし、
周りの人々の憧れの的になって欲しいと思います。

また化粧の仕方ひとつとって見ても、流行廃りがあり、今はとても時代のスピードが速く、
トレンドもどんどん移り変わります。化粧を研究することは、流行に敏感になることでもあります。

そして化粧の知識やスキルが上がると、色使いやヘアスタイルやファッションなど、勝手に美意識が高まり
お洒落になって行きます。
見られる喜びが、更に自分の見た目を気にすることになり、相乗効果が生まれるのです。

「何のために化粧をしているのか？」
　ひとつひとつ再認識して見ましょう！



今週タイガーズは

ベアーズに大きな勝利を

おさめました
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生産性のためのヒント

初心者向けガイド：
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化粧の効果
 化粧のチカラを味方につける！

良くテレビなどで大変身コーナーがありますが、プロの技でワクワク、ドキドキ感を感じたり、
知らなかった自分の魅力を発見したりします。
それがきっかけで、本人がその気になりどんどん美しく変身をとげて行きます。
知らなかった可能性の扉を開ける、殻を破る瞬間なのです。

肌改善には、時間がかかりますが、化粧は、その一瞬で大変身出来る楽しみがあるのです。
また、顔が変わると心が変わります。
幼い頃から植え付けられたイメージ、例えば、「頼りなさそうな甘えん坊さん」
その他人に植え付けられたイメージに合せて生きている人がいます。

でも柔和な化粧から、凛とした化粧に変えただけで、「格好の良い、頼られキャラ」になったりします。

またその逆で、クールできつく見られていた人が、可愛いメイクに変えただけで、
優しいキャラに変わって行きます。

「何のために化粧をしているのか？」
　ひとつひとつ再認識して見ましょう！



今週タイガーズは

ベアーズに大きな勝利を

おさめました

試験に役立つ

生産性のためのヒント

初心者向けガイド：
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化粧の効果
 化粧のチカラを味方につける！

皮膚（お顔）と脳は、表裏一体です。皮膚に気持ち良い事をすると脳も喜びます。
疲れていてもエステでお顔をマッサージして貰うと癒やされ元気になります。
逆に肌トラブルが続くと何となくネガティブになります。

お顔を元気にすることは、脳を元気にします。お顔に自信を持たせる化粧を施すと脳も自信を取り戻します。
鏡に映る自分の顔が、元気だったり陰ったり、誰しも起こる物事に気持ちにムラが生じますが、
化粧でお顔を整えることで、やる気や自信が沸いてくるのです。
毎日の化粧時間が、自分の精神性を高める事にも繋がります。化粧時間は、神聖な時間なのです。

また化粧の作業は、とても細かく繊細なものです。
視覚や触覚に影響を与えます。認知症予防にも良いとされています。
「面倒くさい！」と言う言葉を連発する事は、老化が進んでいるサインと意識し直して、
化粧がもたらす効果を思い出し、楽しみながら化粧をして欲しいと思います。
美しくしていることは健康にとても良いのです。いくつになっても健康美を楽しみましょう！

「何のために化粧をしているのか？」
　ひとつひとつ再認識して見ましょう！



あなたは何者ですか？

あなたらしさ

らしさとは何か？

他人が作り上げたあなたらしさ

あなたらしいメイクとは？を求める場合、それは他人が求めている期待に
応えようとするため、それだけであれば今すぐやめましょう。
　
今のあなたになるまで、知らず知らずにおおまか3つの影響を受けています。
①家伝　②環境・生い立ち・性格　③脳タイプ

あなたの両親や先生、友達の影響、職業柄、地域の影響、生まれ持った気質の
影響などを受けていることを再認識する事がまず大切です。
特にあなたの脳タイプを知ることは、とても大切なことです。
診断表は、著書「決め手は1ミリ！美眉メイク」に掲載しています。

自分らしさは
自分が本当になりたい理想の数だけ作れると僕は思っています。
あなたらしさと言うたったひとつだけの殻に、
自分を閉じ込めようとするのをやめましょう！

まずは、今のあなたの心底なりたい理想の自分を
ワクワクしながら、いくつでもイメージして行きましょう！

あなたのイメージをいったん断捨離しましょう！

https://amzn.to/3is24gy


決め手は１ミリ！

人間関係が
変わる眉メイク

 

コミュニケーションメイク®

寂しい眉、寂しい顔をした頼りなさそうな人には、同じ様な悩みを持っている
人が集まってきて寂しさや悩みを分かち合いながら、傷のなめ合いをしてしま
いがちです。自信がないから、簡単に人に頼り、あれやこれやと要らない
セミナー、勉強会、時には詐欺まがいなものに搾取されるハメに。
 　
逆に、洗練された自信のある眉、自信のある顔をした頼りになりそうな、
信頼出来そうな人には、元気で意識高い人が集まってきます。
　
高齢者（軽度認知症など）の方々にメイクをすると、会話もなく塞ぎ気味だっ
た方々でもメイク後は、シャキッとなり、言動も活発になり
コミュニケーション力が増します。メイクをすると瞳孔が良く開き、集中力が
高まると言われています。
 
この様に、自信があるから自信のあるメイクが出来るのではなく、自信のある
顔を作るから自信が芽生えるのです。
集中力が増し、行動力やコミュニケーション力に変化が出るのです。

眉はお顔全体の印象、感情の印象を司る命の箇所です。
だからこそ、まず眉メイクから端正に心を込めて作り込める様に
頑張って欲しいと思います。

紙の上で何度も何度も理想の眉を描いてみて下さい。
１ミリにこだわり美眉メイクが出来ると、頼りないイメージが払拭され、自
然と自信のある印象に変わって行きます。

あなたらしい美眉が描ける無料メルマガ講座（全8回解説動画12本）
をご参考に！レッスンシートデータも付いています。

印象学、人相学、心理学、コミュニケーション学、脳科学を融合

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


決め手は１ミリ！

人間関係が
変わる眉メイク

 

コミュニケーションメイク®

もしあなたが、自力で
脳タイプ別のこだわりの眉が自由自在に描ける様になると
 　
プライベートでは、
異性に好かれる顔を作る
異性に飽きられない顔を作る
子供が安心して過ごせる顔を作る
旦那が稼いでくれる様な顔を作る
 
ビジネスでは、
来て欲しいお客様のご縁を引き寄せる顔を作る（集客）
成約率を上げ契約をして貰える顔を作る
ブランディングにマッチした印象に残る顔を作る
お客様に飽かれる事なく、リピートして貰える顔を作る

以上のことが可能です。

そのためにあなたの脳タイプを知ることが実は近道なのです。
長年のメイク癖、眉の癖を理解する必要があるからです。
脳タイプ診断表は、著書「決め手は1ミリ！美眉メイク」に掲載しています。

印象学、人相学、心理学、コミュニケーション学、脳科学を融合

https://amzn.to/3is24gy


今週タイガーズは

ベアーズに大きな勝利を

おさめました

試験に役立つ

生産性のためのヒント

初心者向けガイド：

古典文学

勉強で使うアプリケーションを

マスターする

�⽉�の内�

今すぐあなたがすること
 化粧のチカラを味方につける！

あなたらしさのページでもお伝えしましたが、今に至るまで長年、様々な影響を受けての今があります。
その中でも脳タイプ、生まれ持った気質と言うのは、知らず知らずのうちに人生に大きな影響を与えています。

美容や化粧についても同じ事が言えます。まずはあなたの脳タイプを理解した上で、メイクのスキルを
学んで行って欲しいと思います。そうすることで、最終的には、あなたがどんなお顔を作って、
どんな会話や言動をして行ったら、対人関係に１番良いか？を具体的に考えて実行して行ける人になります。
プライベートにも、ビジネスにも、すぐに活用出来る、一生モノのスキルなのです。
　　
自分の脳タイプや相手、周りの脳タイプを知り、そのバランスを見て、メイクや言動、コミュニケーションの
対応をきり変えられる様に、是非あなたもなって下さい！

あなたの化粧の傾向値や癖、考え方などの思考癖を理解する



今すぐあなたがすること
  

　あなたの脳タイプがわかり、メイク傾向や思考癖が理解出来たら

・どんなメイクをしていけば、より魅力的になれるか？
・周りからの好感度、信頼度を上げていけるか？
・どんな会話や行動に、気をつけなければいけないか？
・苦手な人とのコミュニケーションをどうとるか？
・どんな集客の仕方や、セールストークをしたら良いか？
・どんなタイミングで、セールスしたら成約が取れるか？
・どうすれば相手の理解が得られる様になるか？
 
　などが理解出来る様になります。
 
　つまりメイクを通じて、あなたはより魅力的に輝き
　しかもコミュニケーションスキル、交渉力、人間力がグッと上がり
　プライベートにもビジネスに、大いに役立てる事が出来ます。

　これが、今までお話してきた
　化粧のチカラを味方につける！と言う最終段階の
　コミュニケーションメイク®のチカラです。

　下記のイラストの様に、脳タイプには、好みや憧れの相関関係があります。
　脳タイプ別のすべてのメイクが出来るスキルやその脳タイプにどの様に対応して
　コミュニケーションを取って行くかを具体的に学ぶ講座が、カリスマ和美人®本講座です。
　個別の脳タイプ別コミュニケーションメイク®体験講座もございます。
　ぜひ、あなたもご受講頂き、今後の人生に活かして頂けたら幸いです。

あなたの脳タイプを知って、自分を客観的に演出する！

https://peraichi.com/landing_pages/view/ubec2
https://peraichi.com/landing_pages/view/5ov7d


まとめ
  

　

化粧のチカラは、あなたの人生を変えるパワーがある
↓
化粧で１番の悩みが、眉メイク
↓
心整える、朝の化粧時間を、今一度見直してみる
↓
化粧で１番の悩みである、眉メイクの基本を攻略する
↓
自分の脳タイプを知り、長年影響を受けて来た癖をまず知る
↓
印象を司る命の箇所、脳タイプ眉メイクに、とことんこだわる
↓
脳タイプ別の美眉が描けると、誰よりも自信が持てる様になり
人間関係、ご縁、仕事に活かせる
↓
脳タイプ別のメイクが出来ると更に
コミュニケーション力、交渉力、人間力がアップする
↓
より魅力的に、自己存在感、自己肯定感アップ！
↓
プライベート、家庭に仕事に、人生に更なる輝きを！



カリスマ和美人®本講座

あなたらしい美眉が描ける無料メルマガ講座
（全8回解説動画12本）

著書「決め手は1ミリ！美眉メイク」

脳タイプ別コミュニケーションメイク®体験講座

S39年 和歌山県海南市生まれ　
心理学と脳科学に裏付けされた独自のメイクアップ法で、ビジネスの集客や成約率、
そして売上を上げるため、お仕事をされている女性をサポートしている、ビジネス
コミュニケーションメイクアップの専門家です。
日本初のプロメイク集団JMAN（ジャパンメイクアップアーティストネットワーク）
の理事で、メイクアップ検定審査委員や広報委員を15年近く努めています。
美容歴は２４年、今まで約５万人の女性の人生に触れて来ました。

著書　決め手は1ミリ！美眉メイク
商標　コミュニケーションメイク®　カリスマ和美人®
公式サイト　https://kewaishi.jp

化粧師秀（けわいしひで）本名：池端秀之

あなたが本当の自分の魅力に気づき
自分のお顔が、もっともっと好きになる
もっともっと、自分に自信が持てる様になる

お仕事もご家庭も人間関係もうまく行って
人生もよりキラキラと輝き豊かになる、
ハッピーな笑顔になれることを祈っています。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

　　　　　　　　　　本文内でご紹介したリンク先一覧です↓

化粧師秀からメッセージ

最後になりましたが、自己紹介をさせて頂きます。

本教材、コンテンツは、著作権、 知的財産権によって保護されています。
コンテンツは、あなた自身のプライベートやビジネスのために役立てる用途に限定して
提供しております。
教材に含まれているコンテンツをその一部でも、書面による許可なく複製、改変するなど
して、またあらゆるデータ蓄積手段により複製し、オークションやインターネット上だけで
なく、転売、転載、配布等、いかなる手段においても、一般に提供することを禁止します。  
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