
About M&M 
「M&Mってなあに？」 

「いったい何をしているの？」 

M&M あなたの成功とブランディングのために 
Crest Design Co., LTD.  佐藤麻理（CEO） 
Crest Design Co., LTD.  堀野まり（CDO） 



About M&M（１） 

M&Mってなあに？ 
いったい何をしているの？ 
  主に、お教室・サロン・ショップのオーナー様が 
  持っていらっしゃるさまざまな課題やご要望： 

    ー写真表現やビジュアル表現 

    ー効果的な情報発信 

    ーブランディングやマーケティングについて 

    ー集客について 

    ー事業を軌道に乗せること 

  などを解決するための、さまざまな講座やサービスを 
  提供しています。 



About M&M（２） 

例えば・・・ 
１）写真やビジュアルを素敵に！： 
  ブログやHPやSNSに載せる写真やビジュアルをもっと素敵に 
  したい。 

２）美的感覚を磨きたい！ 
 、自分の納得する作品作りや、写真表現・ビジュアル表現をしたい。 

３）上手に集客したい！ 

  商品や作品をその良さが伝わるように紹介して、集客したい 

４）事業を軌道に乗せる！ 
  教室やサロン、自身のビジネス・事業を軌道に乗せ、納得のいく 
  ものにしたい。 

５）デザインそのものをもっと深く勉強したい♪ 

  ＝＞このような課題への解決法を提供しています。 



About M&M（３） 
＜ご要望１＞ 

 ブログやHPやSNSに載せる写真やビジュアルを 
 もっと素敵にしたい。 

 

フォトデザイニング 写真撮影コース  

フォトデザイニング 画像デザインコース 

フォトショップ・エレメンツ 基礎から応用まで 

コラージュ・レッスン 

＜認定コース＞ 

＜１Day レッスン＞ 

アーティフィシャルフラワーに特化した写真コース 

＊かなりM&M的 背景＆スタイリングボード手作り講座（＊不定期開催） 

＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 

ご要望を達成するのに、理想的な受講コース＆講座 



＜認定コース＞ 
フォトデザイニング 写真撮影コース  

初心者の方でも、カメラのことをしっかり理解して、 
素敵な写真が撮れるようになるコースです。 

＜例＞生徒様にコース2回目で撮っていただいたお写真 



＜認定コース＞ 
フォトデザイニング 画像デザインコース（１）  

自分が伝えたかったかわいらしさ・美しさ・素敵さを、どうやったら写真を 
通して伝えることができ、感動を届けることができるのか。 
写真の考え方や、画像デザイン・仕上げ方の方法を通して学びます。 

＜お伝えする内容 例＞ 
 
１．素敵な写真、雰囲気のある写真。 
 お洒落感はどこにあるのか、新しさ、空気感、世界観。 
２．季節感・イベントを表現する。 
 春の柔らかさ、透明感、光、初夏の爽やかさ、夏のエネルギー 
 秋のふくよかさ、冬の透き通る空気感 等。 
３．世界観、雰囲気を表現する。 
 開放感、個性・主張、楽しさ、時の流れ、間を生かす 等。 
４．テイストを表現する。 
５．写真を使用した、さまざまなイメージ表現について。 
 コラージュ、レトロ、モノクロ—ム、アンティーク、フォントを使う、素材を使う 等。 
６．最後のスパイスで一つ上の表現力・アピール力、伝わるメッセージ。 
 奥行き感、透明感、空気感、おしゃれ感 等。 



＜認定コース＞ 
フォトデザイニング 画像デザインコース（２）  

＜参考写真＞ 



＜認定コース＞ 
フォトデザイニング 画像デザインコース（２）  

＜実践課題 例１＞ 



＜認定コース＞ 
フォトデザイニング 画像デザインコース（３）  

＜実践課題例 2＞ 



＜認定コース＞ 
アーティフィシャルフラワーに特化した作品写真コース（１） 

写真によって、集客や、商品の売れ行き
に差が出てしまうのは、もはや周知の 
事実。 
 
作品写真コース第1弾としてお届けする、
アーティフィシャルフラワーに特化した 
作品写真コース。 
光の使い方、考え方、環境設定など、 

写真撮影時のポイントとコツ、テクニック
を満載に、アーティフィシャルフラワー作
品をどうやったら、より生き生きと魅力的
に、しかも、メッセージが伝わる写真にで
きるのか、しっかりとお伝えしていきます。 
 

また、画像加工やデザインについても触
れていく、充実の内容です。 



＜認定コース＞ 
アーティフィシャルフラワーに特化した作品写真コース（２） 

＊コラージュ方法については、フォトデザイニング 
  画像デザインコースでお伝えしています。 



＜１Day レッスン＞ 
フォトショップ・エレメンツによる画像加工 基礎から応用まで 

M&Mのレッスンの基本となる講座です。 
画像加工のためのソフトとしては、代表的、
かつ大変使い勝手のいいソフト：「フォト
ショップエレメンツ」の使い方をわかり易く 
お伝えします。 

また、デザイナー
的視点から、画像
加工において必
要な知識・さらに
お洒落な写真に
するための考え
方やフォントの使
い方、文字入れ
の方法等をお伝
えします。 
 

＜実践課題例 ＞ 



＜１Day レッスン＞ 
コラージュ・レッスン（2日）－１ 

デザイナーのコラージュ・テクを学べる、貴重なレッスン。 写真や素材を使ってかわいくしたり、お洒落にした
りする“コラージュ”。 使いこなすことができるようになれば、 写真の活用の幅が一気に増え、おしゃれなチラ
シや、カードが自分で作れるようになります。 でも、やり方作り方ひとつで逆効果にもなる、コラージュ。  

お洒落かつかっこよく仕上げるにはどうしたらいいのか、 考え方や、実践テクニックをお伝えします。 

＜実践課題例 ＞ 



＜１Day レッスン＞ 
コラージュ・レッスン（2日）－２ 

＜実践課題例 ＞ 



About M&M（４） 
＜ご要望２＞ 

美的感覚を磨き、自分の納得する作品作りや、 
写真表現・ビジュアル表現をしたい。 

デザイン・エッセンシャルズ コース 

フォトデザイニング 画像デザインコース 

フォトショップ・エレメンツ 基礎から応用まで 

コラージュ・レッスン 

＜認定コース＞ 

＜１Day レッスン＞ 

アーティフィシャルフラワーに特化した写真コース 

フォトデザイニング 写真撮影コース 

ご要望を達成するのに、理想的な受講コース＆講座 

＊かなりM&M的 背景＆スタイリングボード手作り講座（＊不定期開催） 

＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 



＜認定コース＞ 
デザイン・エッセンシャルズ コース 

トップ・デザイナーが自身の知識と、感覚と、
経験値を、わかり易く法則化した、他では絶
対に受けられないコースです。 

目からうろこのトップデザイナー的視点と
は？ 

自身の、作風や世界観、思いを表現すると
きの、ビジュアル構成力。 
なぜそこにそれをセレクトするのか。 

なぜそこにそれをそう置くのか。なぜそれを
捨てて、これを強調するのか・・・ 
なぜ、その色なのか。 

トレンドに沿いながら、おしゃれにデザインを
完成させていくために、どんな考え方をする
のか。 

覚えておきたい、デザイン・美的感覚アップ
のためのヒントが満載！ 
M&Mインストラクターを目指す方には、必須
のコースです。 



＜１Dayレッスン＞ 
かなりM&M的 背景＆スタイリングボード手作り講座（＊不定期開催） 

かなりM＆M的下地＆背景ボード 

素敵でかっこいい写真には、背景や下地が肝心
です!M&Mで作るボードはまさにM&Mならでは
のこだわりがたくさん！!世界で一つだけのボー
ドを、是非ご自身で制作してください。 

不定期開催＆お申込み後ほぼ5分で埋まる人気

講座！なので、開催のご案内を見つけられたら、
どうぞちょっぴり焦って！？お申し込みされてくだ
さいね♪ 

 



＜１Dayレッスン＞ 
＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 

季節やイベントに向けて趣向を凝らし、セッ
ティングされた、あなただけのスタジオセッ
ト。 

アトリエに用意された小物や資材をお好き
なように使用していただき、 

ご自身の作品や商品を素敵に撮っていた
だくことができます。 
 

スタイリングやカメラ操作のアドバイスまで
させていただき、作品や被写体がより素晴
らしい写真になるように、丁寧にサポートさ
せていただきます。 
 

画像加工のついた超お得なコースもあり、
HPやポストカードなど、クオリティの高い写

真を求められるものにはどうぞご利用くださ
い。 



＜１Dayレッスン＞ 
＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 
＜参考写真＞ 



＜１Dayレッスン＞ 
＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 
＜参考写真＞ 



＜１Dayレッスン＞ 
＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 
＜参考写真＞ 



＜１Dayレッスン＞ 
＊魅せるスタジオ作品フォトレッスン（＊不定期開催） 
＜参考写真＞ 



About M&M（５） 
＜ご要望３＞ 

商品や作品、お教室やサロン・ショップをその良さが 
伝わるように紹介して、上手に集客したい。 

 

デザイン・エッセンシャルズ コース 

フォトデザイニング 画像デザインコース 

＜認定コース＞ 

アーティフィシャルフラワーに特化した写真コース 

フォトデザイニング 写真撮影コース 

ご要望を達成するのに、理想的な受講コース＆講座 

フォトショップ・エレメンツ 基礎から応用まで 

＜１Day レッスン＞ 

お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

M&Mオリジナルテンプレートを使ったブログヘッダーカスタマイズ講座 

ブランディング&マーケティングコース 



＜１Dayレッスン＞ 
お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

季節やイベントに向けて、お洒落でどこにも
ない、新しい感覚の、M&Mオリジナルの 

テンプレートを使用し、イベントやお知らせ
等のご案内状やチラシ、そしてカードなどを、
素敵に作っていただく講座です。 

通常であれば、イベントの企画をしてデザイ
ンをして、文章かんがえて～と 

1週間～10日間もかかってしまう、チラシ・
案内状が、M&Mのチラシ制作の方法論や、

テンプレートを使用すると、クオリティが高く、
伝えたいことが表現できるものが、短時間
にできてしまいます。 

チラシをカードを制作する意味や、効果的
な使い方など、マーケテイング的な知識ま
でをお伝えする、充実した内容の講座です。 

テンプレートはその時々にあわせた素敵な
ものがこれからも資材部屋にどんどん出て
きます。ご案内するイベントがある方、ぜひ
一度お試しください。 



＜１Dayレッスン＞ 
お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

＜チラシ・テンプレート＞ ＊すべて、「写真とデザインの資材部屋」よりお求めになれます。 
                       チラシのレッスンに来られた方は特別価格をご用意しています。 



＜１Dayレッスン＞ 
お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

＜チラシ・テンプレート＞ ＊すべて、「写真とデザインの資材部屋」よりお求めになれます。 
                       チラシのレッスンに来られた方は特別価格をご用意しています。 



＜１Dayレッスン＞ 
お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

＜チラシ・テンプレート＞ ＊すべて、「写真とデザインの資材部屋」よりお求めになれます。 
                       チラシのレッスンに来られた方は特別価格をご用意しています。 



＜１Dayレッスン＞ 
お洒落でかっこかわいいカード＆チラシを作る！レッスン  

＜チラシ・テンプレート＞ ＊すべて、「写真とデザインの資材部屋」よりお求めになれます。 
                       チラシのレッスンに来られた方は特別価格をご用意しています。 



＜１Dayレッスン＞ 
M&Mオリジナルテンプレートを使ったブログヘッダーカスタマイズ講座 

Ｍ＆Ｍのオリジナルテンプレートを
使ったブログヘッダーは、ご自身の
素敵なお写真を使用させていただ
きます。 

Ｍ＆Ｍのデザインチームが、お写
真を、もっとも素敵に見えるように、
事前に調整させていただき、ご自身
で３枚のお写真がスライドするヘッ
ダーへと変身させていきます。 

その時に、ご希望に応じて、その方
だけの英文キャッチコピーをお作り
するサービスなども対応させていた
だいております。 

ヘッダーテンプレートの選べるデザ
インは、１００種類以上もあり、お好
きなデザインで 

ご自身の情報発信拠点を整備して
いただくことが出来ます。 



＜１Dayレッスン＞ 
M&Mオリジナルテンプレートを使ったブログヘッダーカスタマイズ講座 

＜スクエアプレート＞ ＊すべて、「写真とデザインの資材部屋」よりお求めになれます。 
                       ヘッダー講座ではこの中からお好きなデザインを選んでいただきます。 



About M&M（６） 

＜ご要望４＞ 

教室やサロン、自身のビジネス・事業を軌道に乗
せ、納得のいくものにしたい。 

   

何を、いつ、どんな風に、誰に向けて、どんな考え方でやっていけばいいの？ 

安定した集客のために何をしなければいけないの？ 

自信を持ってやるべきことにまい進するために、年間計画を作りたい！ 

オーナーさまや、主宰の方には、きっとたくさんの疑問点や要望があります。 

いろんな成功法があるけれどそれは、自分には合う方法なの？ 

ブランディングが必要というけれど、そもそもブランディングって何？ 

利益をしっかりだせる、ビジネスを確立したい 

そもそも今やっていることは、自分のビジネスに合致しているの？ 



About M&M（６） 

M&Mのブランディング&マーケティングコースは、 
ブランディングの意味とその方法を知り、ビジネス・事業
を軌道に乗せ、納得のいくものにするための、他では得
られない自分のためだけの知識が得られるコースです。 
 

ビジュアルや写真はとっても大事だけれど、それは、全
体のなかの一部分。実は、成功のためには、それ以外
にすべきことがたくさんあります。 
 

すでにお客さまになっていただいている方への考え方と、 
これからお客さまなってくれるかもしれない方への考え方の違い ・・・  など 
  

確実に成功に近づけるために、知っておくべき知識 

自分が今やっておかなければいけないこと 

安定した集客や利益のためにしなければいけないこと。 

それぞれの置かれた立場や、提供するもの（商品・サービス）によって 
違う、情報発信の仕方 



About M&M（６） 
M&Mのブランディング&マーケティングコースでは、 
自分だけの未来年表を作成します。 



About M&M（７） 
＜ご要望５＞ 
 デザインそのものをもっと深く勉強したい♪ 

 

フォトデザイニング 写真撮影コース  

フォトデザイニング 画像デザインコース 

フォトショップ・エレメンツ 基礎から応用まで 

コラージュ・レッスン 

＜認定コース＞ 

＜１Day レッスン＞ 

ご要望を達成するのに、理想的な受講コース＆講座 

デザイン・エッセンシャルズ コース 

デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

デザインテクニカル フォトショップCC／CSコース （初級・中級・上級） 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

デザインをしたいという方は、ぜひとも覚え
ていただきたいソフト：イラストレーター。 

 

どこまでいっても滑らかな輪郭、曲線などを
描くことができ、自身でビジュアルやグラ
フィックを生み出していくのに、欠かせない
ソフトとなっています。 
  

とても直感的に、自分が描こうと思っている
もの、触ろうと思っているものの形を変えた
り、色を変更したり、大きさを変えたり・・・と
いうことができるので、一度覚えてしまうと、
自由自在にいろいろなものが描けたり、 

自分でデザインしたりすることができるよう
になります。 

受講された人は、口々に『楽しい～♪」 

「嬉しい～♪」と口にされる、イラストレータ
の講座。デザインをご自身でされたいという
方は、ぜひいらしてくださいね。 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

＜イラストレータでのデザイン 例 ＞ 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

＜イラストレータでのデザイン 例 ＞ 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

＜イラストレータでのデザイン 例 ＞ 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル イラストレーターコース （初級・中級・上級） 

＜イラストレータでのデザイン 例 ＞ 



＜認定コース＞ 
デザインテクニカル フォトショップCC／CSコース （初級・中級・上級） 

M&Mの講座での画像加工や、写真の

加工のためにはフォトショップ・エレメン
ツを使用することが多いですが、そのの
専門家バージョンに、フォトショップCC／
CS があります。 
  

さらに高度な、画像加工や、微調整を可
能にすると共に、デザイナーとして、印
刷物を納品するときに、必ずひつような、 
CMYKの色データを扱うことが出来ます。 
 

M&Mでは、目にも心にも楽しい、画像を 

扱いながら、専門的なフォトショップにつ
いて、画像加工についての知識を学ん
でいきます。 



About M&M（８） 

M&Mの特徴 
• 成功するための知識や技術、美的感覚を身に着けるための
方法論など、全てがオリジナルで、他では教えていない切り
口でお伝えしています。 

• センスがいい人だけが持ち得ていると思われていた、感覚や
考え方、テクニックなどを、トップデザイナーの視点から、 
徹底的に法則化し、それをできる限りわかり易くおつたえして
います。 

• ビジュアル表現のテクニックや方法論だけではなく、 
それを、どうやって集客や、事業運営に活かしていくのか。 
効果的な情報発信の方法や、事業運営の成功法そのものま
でを、数々の起業を成功させてきた経験則から抽出し、 
一生使える生きた知識として、お伝えしています。 

• M&Mのお伝えしている、多くの講座やレッスンを、ご自身でも 
インストラクターとして、教えていくことが出来ます。 

 



About M&M（９） 

講師紹介 
 
佐藤麻理 
 
（株）クレスト・デザイン 代表取締役 （CEO） 
フォトスタイリスト  
JAFA認定、アーティフィシャル・フローリスト＆アーティサリーデザイナー 
 
東証一部上場企業、外資系企業での管理職経験を経て、 
1999年米国IT企業の日本法人（合併後 現日本オラクル（株））代表取締役 
となり、４名で始めた会社を、3年後に、社員30名強、売り上げ7億の会社に育てる。 
2001年には、韓国法人設立、米国本社副社長を兼任。 
2002年には、日経コンピュータ誌にて、楽天の三木谷氏らとともに、 
「日本のITを変える５０人」に選出される。という異色の経歴を持つ。 
 
M&Mにおいては、企画・構成・運営、全般を担当し、 
企業したい女性や、夢を実現させたい多くの人に、 
具体的かつ、確実な方法論を伝えるプロデュース事業を展開中。 
フラワー＆アクセサリーデザイナーとしても受賞するなど人気を博す。 
 
田園調布地域情報誌 編集委員を勤め、震災後チャリティを主催するなど、地域貢献にも尽力
する。 
 
受賞歴など ： 2012年 飾って楽しむ花アクセサリー展（東京堂主催）人気投票第１位 



About M&M（１０） 

講師紹介 
 
堀野 まり 
 
（株）クレスト・デザイン チーフ・デザイナー （CDO） 
フォトスタイリスト  
 
デザイン専門学校を卒業後、デザイン会社に入社。 
デザインにおける、非凡なセンスと才能を 
高く評価してくれた顧客に薦められ、1995年、独立。 
ミューデザインオフィスを設立。 
2000年、大阪・本町にオフィスを移し、 
主にグラフィックとエディトリアルデザイン、イラストを手がける。 
インターネットの普及とともに、SEO・PPC広告・HP制作等も手がけ、 
Ｗｅｂマーケティングにも精通する。 
 
2010年、フォトスタイリングと出会い、これまで手がけてきたデザインと写真による 
自分の世界観の表現を融合出来る面白さに気づき、 
2012年フォトスタイリング 1級インストラクター資格を取得する。 
 
2011年、サロンに特化した「サロンロゴデザイン制作室」をしたところ、 
1年先まで予約が殺到する。 
 
2013年、日本フォトスタイリング協会のセレクト便ＨＰの公式デザイナーに選ばれる。 
 
* 受賞歴： ２００３年 環境レポート大賞優秀賞受賞 他 



＜付録＞ 
 

写真・ビジュアルを活用して、 
効果的なイベントの告知を行っていく。 

（実践例） 



写真・ビジュアルを使用する目的 
  イベント内容・商品・作品を一目でわかるように伝えるため 
  アピール力を持たせるため 
 

告知効果を最大限に発揮し、伝わるものにする
ために、最初に整理すべき情報 
  ターゲットは？ 
  イベントの目的やコンセプトは？ 
  どんなメッセージをとどけたいのか？ 
  どんなオリジナリティを持っているのか 
  イベントの醍醐味 
  ワクワク感や、楽しさを伝えるものは？ 
  



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（１） 

 
ブランド名(お教室・サロン・ショップ名） ：Elegance of the moment 
ブランドコンセプト： 素敵な思い出やシーンを彩ってくれた 
             私の大切な宝物たち 
 
＜イベント・レッスン内容＞ 
自分や大事な人へのクリスマスのプレゼントにいかが？ 
 ～ふわふわの手触りに思わず笑顔になる♪ 
  ファーアクセサリーレッスン  
 
 作成するもの １ バックチャーム 
 作成するもの ２ ファー・コサージュ 
 作成するもの ３ 携帯ストラップ 
 オリジナル・ラッピング  
     （缶にセットしてそのままギフトにもできます。） 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（２） 

準備編 
１）写真を撮影、または用意する。 

２）それをさらに盛り上げてくれるような 
キャッチコピー・サブタイトル 等を 
用意する ＝＞ 英文になっていると使い勝手がいい。 

３）ロゴ的に使えるフォント 

４）コラージュ用の素材など。 

ブランド・コンセプトや、イベントの内容、 
目的、ターゲット等に合致したものを用意する。 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（８） 

組み立て編 

 どんな順番でどう魅せるのか 

 何で告知をするのか？ （ブログ？チラシ？） 
 

マーケティング的な考え方と構成 
  １．アピール力があるビジュアルを一番に持ってくる 

  ２．個々の売り・特徴・胸キュンポイントに迫る 

  ３．一目でどんなイベントかがわかる情報量の多い 
     ビジュアル（作成するものも含めて） 

  ４.その他お洒落感や個性を感じさせるような工夫など 

これらの考え方をもとに、用意したビジュアル・写真・素材・ 
フォント等を活用して、最終形に持っていく。（今回はチラシ） 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（３） 

準備した写真・キャッチコピー・素材  

１．ブランドイメージ・コンセプトを表現したキャッチコピー 

その日、その人と出会えた幸せ。 

そして、その素敵な時々を飾ってくれた、
私の宝物たち。 

これからも精一杯、そして、美しく生きて
いきたい。 
生きている喜びをかみしめながら。 

すばらしい、そして大好きな人達に囲ま
れている幸せをかみしめながら。。。 

The happiness of having met that person on 
that day. 
And my treasures that decorate each of those 
lovely moments. 
I want to go on living to the best of my 
abilities and as beautifully as I can,  
appreciating the joy of living and the 
happiness of being surrounded by my favorite 
wonderful people. 

（短いバージョン） 

I will live appreciating the joy of living and the 
happiness of being surrounded by my favorite 
wonderful people.  
With my treasures that decorate each of those 
lovely moments. 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（４） 

準備した写真・キャッチコピー・素材  

２．写真（１） 

作家さん本人 
イメージ写真 
レッスンで作成する作品写真 
ラッピング含むお渡しイメージ 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（４） 

準備した写真・キャッチコピー・素材  

２．写真（２） 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（５） 

準備した写真・キャッチコピー・素材  

３．キャッチコピー・フォント・枠を素材化 



写真をフォトショップ・エレメンツで画像加工した後、コラージュする 

＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（６） 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（７） 

写真をフォトショップ・エレメンツで画像加工した後、コラージュする 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（９） 

最終的な構成と魅せ方・表現（チラシ） 

表紙 
裏表紙 



＜例＞アクセサリー＆小物制作のイベントを 
告知する（１０） 

内容 
ページ 



フォトショップ・エレメンツ での写真加工例－１ 


