
WEBライターってどんなお仕事？

ゼロイチWEBライティングでできるようになること

「好きな時間・好きな場所で働くライフスタイルに憧れる ...」そんなあなたにピッタリなのが、
【WEBライター】という働き方！
WEBライターは、インターネット上にある記事や文章など、ありとあらゆる「文字」を扱うお仕事です。
よく、「WEB ライターなんて文才や経験が無いとなれないんじゃないの？」と聞かれることが多いの
ですが、実際にはそんなことはありません。WEB ライターは【経験 0】【スキル 0】【文才 0】でも、
誰でもすぐに活躍できちゃうお仕事なんです。
さらに、WEB ライターなら、パソコン１つあればどこでも仕事ができるので、「好きな時間に、好き
な場所で働きたい」そんな理想が叶うお仕事でもあるのです！

自由な働き方が手に入るスキルが身につく！
ライターの仕事の流れがすべてわかる！
0から構成を組み立てられるようになる！
3000～5000字の記事が作れるようになる！
読みたい！と思わせるタイトル・見出しを作れるようになる！
仕事の受注の仕方が分かる！

メッセージで「ライター」と送る。Step2
「5分でわかる！WEBライター適正診断」を受け取るStep3

以下のURLまたは、右記のQRコードからLINE登録を行う。Step1
ID：@webwriter 　https://line.me/ti/p/@weberiter



受講生の方からはこんな声を頂いています

最後まで読んでもらえる文章の書き方がわかりました！

私はライティングとデザインを学んで、今はフリーランスとして活動しています。
ゼロイチ WEB ライティングでは、読者にわかりやすく、楽しく読んでもらえる文章の書き方を学びま
した。初心者でもできるように、記事の型があるので、それの通りかけるように練習をすれば、3000
字～5000字はすらすら書けるようになります。

ライカレ受けてよかったなぁと思います！

文才は必要なし、と聞いて少し半信半疑な思いがあったのですが本当でした。
読み手に向けたメッセージ、という事を意識して、読者の読みやすさを意識して書くようにすると、自
然と記事がかけるようになっていました。
文章を書く、という意識だと難しく考えてしまいますが、メッセージと思うと、自然と柔らかい文章が
かけるようになれたのではないかと思います。

文句なしに勉強になります！

そもそもライティングとはなにか？という基本的なところから丁寧に学ぶ事ができました。
Lesson が進めば進むほど、必要な事を必要な順番で学んでいる事がわかって、奥深さと楽しさを感じ
ました。タイトルや見出しをつけるのも、最初は少し苦戦してしまいましたが、「どうやったら読者が
読み進めてもらいやすくなるのかな」を考えて、やり方を身に着けていきました。
現役バリバリの先生からのアドバイスは、わかりやすく文句なしに勉強になりました。

ライターについてもっと知りたいという方は
【WEBライターという働き方セミナー】

にご参加ください！
「私も在宅で仕事をしてみたいな ...」「毎日の満員電車での通勤から開放
されたい」「手に職をつけてもっと輝きたい！」
そんな思いを持つ方にこそWEBライターはピッタリです。

でも、「はじめは何から始めたら良いのかわからない」「実際に自分でも
お仕事がとれるかわからない」そんなわからないことだらけだと思いま
す。ライカレではそんな方に向けて現役の WEB ライターと直接話がで
きる場所を提供しています。

Zoom というオンライン通話アプリを使ってお話するので、全国どこからでもご参加い
ただけます！現役WEBライターから、業界のリアルを聞けちゃう場となっているので、
これから WEB ライターを目指したい人、ライターがどんなお仕事か知りたい、そんな
方に役立つ情報満載のセミナーです！！



　今第注目の動画クリエイターのお仕事って？動画クリエイターって、言葉を聞くだけで「専門の学校を卒業してないとなれなさ
そう…」「動画編集のソフトを扱うのが難しそう…」とよく言われますが、
そんなことは一切ありません。動画クリエイターになるために扱う動画編集ソフト
は実はとっても簡単なんです。その簡単さと面白さを知ってもらう為にこの動画ク
リエイター講座を開催することになりました！

動画のお仕事は今すごく需要があるのですが、編集出来る人が極端に少ないのが
現状…なので今が動画クリエイターになる絶好のチャンスなんです。
「動画編集ソフトを一度も触ったことがない！」という方でも安心してください。
そんなあなたの為に作った講座です！私と一緒に動画クリエイターへの一歩を踏み
出しましょう

Branding
顧客に愛され拡がるビジネス

Marketing
成功し続けるライフワーク

Vision
世界的権威を招いての知識共有

この講座であなたができるようになること

今、大注目の動画クリエイターのお仕事って？

mvac
適性診断 やまだから動画に関する

情報を発信するよ♪♫

動画クリエイターの適性診断ができるシートが届きます!



Branding
顧客に愛され拡がるビジネス

Marketing
成功し続けるライフワーク

Vision
世界的権威を招いての知識共有

卒業生の声

＞現役の動画クリエイターから学べる

＞オンライン講座なのでパソコン１つで
  どこでもレッスンを受けられる

＞実務で必要なスキルが身につく

＞45日でスピーディーに学べる

＞グループ&個別フォローでやる気が続く

＞同じ目標を持った仲間ができる

＞卒業後に実務を経験できる場がある

講師紹介

山田 愛梨
Yamada  Airi

動画撮影・動画編集・動画配信など映像業界第一線で活躍する現役動画クリエイター
ただかっこいい動画ではなく、役に立つ動画、売り上げを上げる動画、
反応がとれる動画に重点を置いています。
動画クリエイターになる前は、映像業界無知、Premiere などの動画編集ソフトも
まったくわからない状態で動画クリエイターを目指しましたが
本当に何も知らなかったので苦労の連続でした。

これまで培ったノウハウを使って、動画編集スクールで多くのクリエイターを育成。
あなたが幸せな動画クリエイターとして活躍できる最短のルートをお伝えし、
未経験から動画クリエイターを目指しているあなたを応援しています！！

動画編集は本当に楽しいです。
そして動画を作ると
すごく周りに喜ばれます。
初心者でも非常に分かりやすく
レッスンが作られているので
動画編集が難しいという考えは
なくていい！！
講師やサポーターの方々が
しっかりサポートしてくれます。

パソコンが苦手だった私でも
自信を持って動画編集を
今しているので、
是非皆さんにおすすめしたい
講座です。
同期の皆んなもすごく面白くて
モチベーション下がらずに
最後まで卒業できました！

\ムビアカ卒業式 /

動画クリエイターになった
先輩の声です♪
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カリキュラム 講師紹介

ポートレート課題を実践！45日でココまで撮れました！
とにかく楽しかったです。写真に関しては、周りにカメラマンをやっている方が多いので、「自分
のクライアントにとって必要があれば紹介すればいいし」と思っていましたし、正直なところ、「自
分にはできっこない」とも思っていました。でも、レッスンが進むにつれて、カメラについて知
ることがどんどん楽しくなっていきましたし、自分にもできる、という自信がつきました。

Lesson01 ：カメラの扱い方・構え方
Lesson02 ：カメラの基礎・写真の原理
Lesson03 ：ポートレートのための撮影モード
Lesson04：光を自由にコントロール！
Lesson05：背景をぼかそう！
Lesson06：構図を意識しよう！
Lesson07：笑顔を引き出すコミュニケーション
Let’s TRY：撮影 1DAY レッスン＆リアル交流会
Lesson08：お客さんと心の距離を近づけよう！
Lesson09：撮影当日に向けて準備をしよう！
Lesson10：保管方法と基本的な仕上げ

フォトグラファー歴 16 年。
株式会社ファイブシーズン
にて婚礼撮影のノウハウを
学ぶ。アシスタントとして
会場のプロモーション用の

グループ添削会×３回
撮影1DAYレッスン＆リアル交流会

いつでもどこでも視聴可能な動画レッスン♪ photographer
山本ヒロシ

専門用語も不十分な状態でしたので、カメラの機能から構図、コミュニケーション、お手入れ、
現像など盛りだくさんに学べました。写真についてのイロハを学んだことで、LP 作成に使う写真
の選定が早くなった気がします！グループ添削で皆の写真を見ることができて、それぞれ瞬間の
切り取り方が違い、とても興味深かったですし、勉強になりました。 入門編1期生 福井裕香さん

４５日後…

入門編受講
スタート!!

広告撮影、スタジオポートレイト、建築、料理、
イベント記録撮影など様々な撮影現場を経験させ
て頂き、2014 年 4 月に独立、現在に至る。ファイ
ブシーズン在職中の10年間でデザイン部・営業統
括部・育成教育部とひと通りの部署を経験し、写真
業務に必要なノウハウをトータルで学ぶ。動きの
中でバランスを捉えるスナップの手法をベースに、
被写体と対話しながら寄り添って形にしていく撮
影が得意と自覚している。



瞑想とは？ 得られる効果

講師紹介
エンパワーメントガイド
遠藤ともえ
ヨガ歴 10 年以上、日本、アメリカ、インドで教えた生徒 6000 人以上。7年間、教員として日本、アメ
リカで 850 人以上の生徒を教える。米国ハーバード大学医学部で研究されている、ビクラムヨガにてイ
ンストラクター兼マネージメント、マタニティヨガの指導ののち、古代ハワイの文化、思考、システム
であるHUNAを学び、NLP（脳神経言語プログラム）の Practitioner、Master Practitioner、Trainer’ s 
Training の免許を取得。最先端のコーチング技術を使って考え方、感情的知性、生命力を向上させるガ
イドを行っている。

本場ハワイ発！

エンパワーメントガイド遠藤ともえの
マインドフルネス瞑想マインドフルネス瞑想
瞑想でできる心と体のセルフケア

毎日忙しくストレスが溜まりがちな現代社会。自分を振り返る機
会ってなかなかない・・・。瞑想は誰でも簡単にできる心のセル
フケアです。毎日歯ミガキをするように「瞑想」を習慣に。

YouTube でも人気！本場ハワイのカフナから直接トレーニング
を受けた遠藤ともえがナビゲートしてお届けするハワイ式マイ
ンドフルネス瞑想。
瞑想はじめての方も、自分なりにトライしている人も、ぜひ「瞑
想」の効果を体験しに来てください＾＾

「イライラが解消しました！」「毎晩よく眠れるようになった」「溜
まっていた疲れがスッキリ！」すぐに瞑想の嬉しい効果を実感で
きます。

・ストレス軽減
ネガティブな感情を手放すことでストレスが軽減されます。
・不安や悲しみからの解放
過去、未来を断ち切り今この瞬間だけに集中することで、過去
の後悔や将来に対する不安を無くすことができます。
・疲労の軽減
脳に入ってくる情報をストップさせることで、頭を休めること
ができそれが本当の疲労軽減につながります。
・集中力アップ
1 つのことに集中することで脳が集中することに慣れ、誘惑に
負けない意志の強化をすることができます。
・良い人間関係の構築
引き寄せの能力が高まり、付き合う必要がない人とは会う機会
が減り、会うべき人とは偶然会ったりするようになります。

YouTube チャンネル
「Tomoe’sAloha School」

公式インスタグラム
＠tomoe_aloha_school



講座紹介

な 情を す で の
にな ムー に 動に

るよ になっ のを ま た
の で の を に るよ
にな ま た

▼LINE＠でご案内しまｖす

こんな方にオススメ
・瞑想を習慣化して、自分を整えたい
・自分の描いている人生を送れていないと感じる
・どうしても手放させない嫌な感情がある
・仕事や家庭、どこかで行き詰まっている
・目標はあるけど、いつまで経っても結果が出ない
・本当にやりたいことや夢、目標が欲しい

自分の望む未来を手に入れるために必要なのは、まずは自分を
整えること。古代ハワイの教え「HUNA」をベースにした、とも
え流Happyメソッドで本来の自分を取り戻していきましょう。
ネガティブな感情の断捨離、瞑想の習慣化、ゴールセット、結
果を得るための行動を45日間でしっかりサポートしていきます。

ム

イア の や を
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た を る な で
からの を に な

ま た

▼詳細・申込み

こんな方にオススメ
・感情をコントロールできない
・仕事に追われ、自分のことを考える時間がない
・頑張っているのに満たされない
・将来のことを考えるとなんとなく不安
・自分は他の人より出来ない、私なんか…と思ってしまう
・挑戦したいことがあるのに失敗が怖くて一歩を踏み出せない

人生がうまくいく人は、ネガティブな感情をすぐに手放してリ
セットし「楽しい」感情にさえ変えてしまう。この講座で教える
古代ハワイの教え「HUNA」は、ネイティブハワイアンに伝わる
伝統的なハワイの生き方。これを知るだけでも、心が軽くなって、
毎日の生活が変化していきます。

イの × 1day

を を っ
に な ま た の

っ の ー
を る を

ます

▼詳細・申込み

こんな方にオススメ
・人と接するのが苦手
・どうしてもイライラしてしまう人がいる
・恋人・パートナーともっとわかり合いたい
・家族ともっと仲良くなりたい
・過去の人間関係を今でもひきずっている
・まわりの人間関係を今よりもっとよくしたい！

古代ハワイ人は、心と体を一体としてみて両方を大切にしてい
ました。心を大切にする方法の一つがこのHo’ oponopono（ホ・
オポノポノ）です。これはハワイに伝わる「許し」そして「癒し」
のプロセス。人を許して、自分を癒して、人間関係を中心にさま
ざまな問題を解決する解消する瞑想です。

1day

で た を でやっ ま た
な らったや

の でやっ た
リ ま た から

ら に ます

▼詳細・申込み

こんな方にオススメ
・日常生活でストレスが溜まっている…
・何か新しいことにチャレンジしてみたい！
・家族、恋人、職場など人間関係関係がうまくいってない…
・集中力をアップしたい！　・リラックスしたい！
・将来のことばかり考え不安になる…
・調子が悪い日が続く…

ハワイに古くから伝わる問題解決方法「ホ・オポノポノ」の教え
をベースにしたマインドフルネス瞑想です。マインドフルネス
とは「” 今ここ” にただ集中している心のあり方」のこと。瞑想
で呼吸に集中することでストレス軽減やイライラを沈めること
ができます。

イ 1day

Step3 すぐに実践できる瞑想ガイド音声が届きます。
Step メッセージで「めいそう」と入力して送信！
Step1 右のQRコードか「＠endo」で検索、友達登録をする。
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