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はじめに 

 
 

このテキストは、参加者が全国のどの場所でも、 

同じ精度の内容を受講出来ることを目的に作られました。 

必ずテキストに沿ってすすめるようにしてください。 

一言一句テキストに沿う必要はありませんが、内容に沿った

ものをお伝えするようにしてください。 

 

＊このテキストは 

格上げおしゃれプランナー協会に著作権があります。 

格上げおしゃれプランナー協会以外での使用、 

また外部の者に見せたり譲渡することを、固く禁止します。 
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１.講座の構成 

このお茶会は、７５分構成となっています。 

おおよそ下記の構成で行って下さい。 

 

1.講師の挨拶・自己紹介（10分） 

2.参加者自己紹介（１０分） 

3.格上げの由来と協会講座の説明（５分） 

4.印象のメカニズム（１０分） 

5.診断（１箇所のみ）（１０分） 

6.格上げトランプ体験	 （３０分） 
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２お茶会（体験会）の目的 

 

お茶会（体験会）の目的は、格上げおしゃれプランナー 

協会の講座を体験していただくことです。 

 

診断をして、顔の診断を全て行ってしまうと、 

お客様が講座に来る目的が無くなってしまいます。 

そして、何より中途半端に知識をお伝えしてしまうことで、 

お客様は理解出来た気持ちになってしまうかもしれません。 

それでは、お客様にもご迷惑になります。 

体験会で「自分のタイプを知りたい」「似合うアイテムを知

りたい」という質問があった時にも、上記の理由『お客様に

中途半端な知識を渡してしまうことは混乱することになる

し、自分で出来るようにならないですよね。』とお伝えくだ

さい。 
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3講師の自己紹介 

インストラクターの自己紹介では、 

①名前、②住んでいる場所、③なぜ格上げおしゃれプランナ

ーになったのか？という３点について話します。 

 

この「なぜ、格上げおしゃれプランナーになったのか？」と

いう部分に、格上げの理念や、理論、自分の印象を知ること

のメリットなどを伝えて下さい。 

（インストラクターをする前の悩みや不安）と 

アフター（格上げの理論を取り入れた後、解決した問題・変

化したこと）を入れます。 

（インストラクターの自己紹介例はテキストに添付してい

ます） 

＊以下、インストラクターに話していただきたいところは赤

字にて表記しています。 
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お時間になりましたので、はじめます。 

今日はご参加いただいてありがとうございます。 

では、改めて自己紹介させていただきます。 

私は、（あなたの自己紹介をしてください） 

格上げおしゃれプランナーの○○です。 

◯◯に住んでいます。 

 

以下、なぜ格上げおしゃれプランナーになったのか、お話し

してください。 

Before→Afetr像などを話して下さい。 

 
 

4参加者の自己紹介 

 

では、ここから皆さんに自己紹介をしていただきます。 

全員の自己紹介が 10分以内で終わるように、先に 10分÷

○人で計算し、一人に対しての持ち時間を受講生に伝えてか

ら、始めてください。 
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皆さんに話していただきたいことは、以下の４点です。 

①お名前、②住んでいる場所、③自分の印象に対する悩み④

この講座をどこで知ったか？この４点について、お一人だい

たい○分以内でお話ししてください。 

 

特に④を把握することは重要です。自分の受講生がどこから

来るのか、必ずリサーチするようにしましょう 

 
 

5格上げの由来・協会講座の説明 

 

では、「格上げ」という言葉に込められた意味からお話しし

ます。 

格上げファッションというと、 

『ハイブランドに身を包むこと？』 

そう思われた方も、 

もしかするといらっしゃるかもしれませんが、 

『格上げおしゃれ』の格上げはそうではないのです。 
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女性には、妻としての役割、母としての役割、女性としての

役割。 

様々な役割があります。 

 

そんな中でも、自分の良さを知り、自分らしさを知ることで、 

人生の様々なステージや役割の中で、自信を持って楽しんで

いける女性を増やしたい。 

『美しく豊かな人生へ格上げ』される女性を増やしたい。 

そのような想いが込められています。 

 
 

協会の２日間にわたる２級講座では、ご自身の顔の印象から

与える印象、そしてその印象に合ったファションがわかりま

す。２日目には、印象の変わる「話し方」をお伝えします。 

ご受講後には、「見た目と話し方」が格上げされていきます。 

２級講座は２日間の日程で、35,640円になります。 

さらに、２級講座に続いて、３日間 131,760円の１級講座
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を受講されると、今度は体つきの特徴と顔の印象を掛け合わ

せた、スタイルが良く見えて、顔の印象に合っているファッ

ションがわかるようになります。 

お一人お一人の顔立ちに合ったメイクも髪型も学べる講座

になっています。 

トータルで学んでいただくと、自分の印象を「コントロール」

出来るようになるのですね。 

２級と１級をセットでお申込みいただくと、135,000円とな

り、大変お得になります。 

 

6印象のメカニズム 

では、印象は、どのように決定していくのかをお話しします。 

 

◯◯さん（参加者を一人指名）は、 

「◯◯さんの印象はどんな印象ですか？」 

そう聞かれたら何と答えますか？ 

 

◯◯さんはいかがですか？（他の参加者を指名） 
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答えてくれたことに対して反応する。 

参加者全員に同じ質問に答えてもらう。 

その後・・・ 

 

皆さんにお答えいただきましたが、 

「自分の印象を教えて下さい」という質問に対して、 

皆さんの答えが 

『◯◯そうって言われます。◯◯に見られます。』 

 

と、他人から言われた言葉が多いことに気付かれましたか。 

自分のことなのに、 

自分の印象は？と聞かれたら、 

他人から言われた言葉で語ってしまうんですね。 

 

でも、これって自分のことなのに、おかしいですよね。 

だから他人から言われた一言に傷ついてしまったり、 

振り回されてしてしまうのです。 
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本来印象とは、「自分で必要な印象をコントロール」して、 

「私はこういう人」と最初から伝えていけるものです。 

 

印象はコントロールできる。 

そのためには、自分が本来与えている印象を知ることが大切

なのですね。 

では、人は初めて会う人に対して、 

容姿、言動、行動、表情などいろいろなポイントをみて複合

して判断すると思いますが、 

まず人が真っ先に判断する印象。 

これを第一印象と言いますよね。 

この第一印象は何秒で決まるか知っていますか？ 

○○さんは？○○さんはどう思います？ 

 

第一印象を決定する時間については、様々な説がありますが、 

ビジネスマナーなどでも最も用いられているのが、 
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アメリカの心理学者アルバートメラビアン氏が唱えた 

メラビアンの法則というものになります。 

これによると、第一印象は６秒で決定すると言われています。 

この６秒間の中で、人が判断することはとても本能的なこと

です。 

第一印象は人の本能と深い関係があるのですよ。 

 

人に出会った時、私たちはどんなポイントから判断している

のでしょうか？ 

少しお話ししていきますね。 

 

人の第一印象は人の本能と関係しています。 

極端に言えば好きか嫌いかで判断をされます。怖いですよね。 

 

私たち人間は動物ですから、自分に危害を与えない人なのか

どうか？ 

 

安心して付き合える人なのかどうかが判断のポイントにな
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ります。 

 

それを決定する上で大きなポイントとなるのが 

視覚情報と聴覚情報になります。 

 

人は見た目が大事と言われますけど、 

パーセンテージにすると、視覚情報が５５％ 

聴覚からの情報が４５％。 

つまり、見た目だけではダメだし、見た目と話し方の統一し

た印象が必要になるんですね。 

 

視覚と聴覚の印象。 

見た目と話し方が一致した印象を作るためのメソッドが 

格上げおしゃれプランナーの講座でお伝えしているメソッ

ドなんです。 

 

第一印象は本能的に判断をされますが、 

私達人間は理性を持ち合わせていますよね。 
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「人を見た目で判断してはいけない」そう、教えられて育っ

てきている人も多いはずですよね。 

だから、第一印象で自分とは合わないと感じたとしても、 

何とか努力をして、その後の時間の中で、自分の判断は間違

っていなかったかどうかと確認をしていくのです。 

そう言っても、第一印象で自分にとってこの人は危険なんじ

ゃないか？ 

そう判断されるよりも、第一印象から好感を持ってもらった

人の方が話を聞いてもらいやすいとも言われています。 

 

だから、私達は第一印象を良くしようと言うのですね。 

そのためには、人が第一印象で本能てきに何を視覚情報と聴

覚情報から何を感じ取り、それをどんな判断基準に当てはめ

て判断しているのか。 

 

そのことを知っておく必要があるのです。 

第一印象の見た目の部分から人が判断基準として持ってい
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るポイントをお伝えしますね。 

 

◯◯さんは、人に出会った時に相手の何を見ていますか？ 

（答えに対して、臨機応変に対応する） 

◯◯さんはどうですか？ 

（答えに対して、臨機応変に対応する） 

 

人が出会った時に最初に判断する２つのポイント。 

１つ目は男性か？女性か？ 

皆さんにも経験がないですか？ 

男性か女性か気になる人がいると、じーっと見つめてしまっ

たりしますよね。 

私達人間は動物ですから、生殖本能があります。 

 

２つ目は、年齢なのです。 

それは、何歳かという判断でなく、 

自分よりも年上か?年下か?という判断なのです。 

これは、私達人間の支配欲と関係します。  
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自分より下と判断したならば、扱いも変わるからです。  

 
 
 
 

性別と年齢で相手を判断した後に、 

私達は相手がどんな人なのか?  

それを会話などから探っていく時間があります。  

 

この時に、人は多くの場合相手の顔を見て会話をしますから、 

 相手に自分の顔のパーツや、パーツの配置から様々な印象

を与えるのです。  

 

だから、第一印象では、 

「おとなしい人だと思ったのに、話してみたら明るくて楽し

い人なのね!」  

「若い方かと思ったけれど、話したら落ち着いているのね」 

など、印象が変わってくるのですね。  

 

もちろん、ここには話し方も影響しますが、 
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相手があなたの顔を見ながら、 感じている無意識のメッセ

ージなのです。  

 

この自分が相手に与えている無言のメッセージを知ること

が、 相手とのコミュニケーションを良好にするために必要

なことです。  

 

自分の良さを知ること。 

本来自分が与える印象をさらに生かしていくことが必要な

のです。 

 そこで、格上げおしゃれプランナー２級講座では、 

まずあなたの顔が相手に与えている印象を知り、  

あなたの顔立ちの良さを生かしていくことからスタートし

ます。 

顔の印象は、パーツの配置バランスとパーツの形や長さで 

４つのタイプに分けることが出来ます。 

顔の印象は、年齢よりも幼い印象を与える童顔バランスとい
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われるタイプ。 

年齢よりも落ち着いた印象を与える大人顔バランスといい

ます。 

 

さらに、男性グループと言って、力強さやクールな印象を与

えるグループ。 

やわらかな印象や優しい印象を与える女性顔グループにな

ります。アイドルタイプは、女性らしく、年齢よりも若々し

いイメージ。 

エレガントタイプは女性らしく、色っぽい年齢よりも落ちつ

いたイメージ。 

ボーイッシュタイプは年齢よりも若々しく、はつらつとした

エネルギッシュなイメージ。 

宝塚タイプはクールでかっこいい、年齢より落ちついたイメ

ージです。 
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7診断 

 

では、今日はその診断の一部を体験してもらいますね。 

お隣の方とペアを組んで下さい。 

 

この診断を行っていただくと、顔のパーツから大人顔バラン

ンスなのか、童顔バランスなのかの目安が分かります。 

２級講座では、６か所のパーツやバランスを計測して、数値

をすべて出していくので、正確な診断が出来ます。 

今日は体験会になりますので、 

こんな感じで測るんだということを体験していただけたら、 

嬉しいなと思います。 

では、メジャーでお隣の方の目と目の間の距離を測ってい k

いますね。 

 

（計測のサポートをする） 

 
 

いかがでしたか？ 
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3.5センチ以上あった方は童顔バランス、 

3,4センチ以下だった方は大人顔バランスになります。 

この１箇所の計測だけでは、はっきりとタイプ 

の診断は出来ないのですが、目安になりますので、 

参考になさってくださいね。 

ご自分の顔が童顔バランスか大人顔バランスかを知るため

には、この他の計測するポイントがあります。 

ですので、もしかしたら今日の計測と違う場合もありますが、 

こちらは２級講座でお伝えしています。 

 
 

8格上げトランプでアイテム説明 

 

２級講座では誰でも簡単に似合うアイテムを覚えて 

コーディネートに取り入れていただくために、 

「格上げトランプ」を行っています。今日はこちらも 

遊美ながら美しくなる秘訣をお伝えしますね。 
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（トランプの準備をする。参加者が５名以上いた場合は、 

２グループに分けて行う。人数があまり多いと順番が回って

こないので、満足度が下がります。 

以下のような種類の遊び方があります。 

・七並べ（アイテムを一度に並べられるので、覚えやすい） 

・	神経衰弱（同じアイテムが何度も登場するので、覚えや

すい） 

・	豚のしっぽ（参加者同士が盛り上がる。何度も手を出せ

るように、グループの名前をお題にすると、より盛り上

がります。） 

では、ルールを説明しますね。 

ルールは通常のトランプ遊びと同じです。 

 

ただ、カードをめくったら、 

カードに書いてあるグループの名前、アイテム名を読み上げ

てください。例えば・・・（実際にカードを１枚使って、 

インストラクターがカードを読み上げる。） 
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では、◯◯（ゲームの名前）でやってみましょう！！ 

 

（トランプの時間は３０分間です。ゲームの途中であっても 

講座の時間が延びてしまうことはよくありませんので、 

３０分経過したところで終了して下さい。） 

 

格上げトランプを使えば、 

小さなお子さんでも自分に似合うアイテムを覚えられてし

まうんですよ！！ 

 
 

さて。 

本日のお茶会はいかがでしたか。 

次回◯月◯日が２級講座の開催。 

翌月◯月◯日にも開催があります。 

この後、メールで日程と申し込みフォームをお送りしますの

で、気になる方はそちらからお申込みください。 

今日はご参加ありがとうございました。 
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どうぞお気をつけてお帰り下さい。 

 


