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期間限定、早期にご決断頂いたあなただけへの 

特別なご案内 

 
”本物”を求め続けて 46年間。 

21ヶ国に渡航、撮影枚数 10万枚。 
 

現在も写真の本質を究め続け、瞬撮術を 
写真に取り入れ続けている tabbyから、当『tabby写真アカデミー』の 
永久メンバーシップ生の 

期間限定”半額”優待募集のご案内 

 
一生涯、私からの指導を、半永久無料で 

(私が死ぬか、活動を辞めるまで) 
受けてみませんか？ 

 
フィルム時代から培った写真技法をデジタル時代に応用し、 

Getty Imagesや fotofever paris等での写真販売実績のある tabbyの 
非会員・１回 3千円の写真添削・オンラインサポートによる写真上達法を 

半永久的に、無料でお受け頂けます。 
(会員しか参加できない／視聴できない映像・講評会・撮影会も今後開催します) 

 
更に今なら... 

【技術と品質に１００％絶対満足保証！】 
万一、参加してから、ご不満がある場合、 

60日以内に申し出て頂ければ、その 60日間に 
どれだけたくさん活動・視聴していたとしても、 

お支払いただいた代金の全額を、責任を持って返金させていただきます。 
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価値にして 100万円超、半永久に価値提供を続ける 

この”永久メンバーシップ”の価格が、 

今なら何と・・・ 
＊tabbyのメルマガに登録していただいた読者さんへの案内です。 

 
tabbyです。 
 
いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます。 
実は僕のメルマガ読者さんに限り特別なお知らせがあります。 
 
それは今回の体験コースの価格のことです。 
 
私は 2017年末から写真スクールを運営するに当たり、用意した教材（動画レッスン）
のレベルとその写真コミュニティの内容からして、その価値に見合う価格設定と判断

して第 1期生にお支払い頂いた価格を設定しました。 
 
そしてこの価格提示に対して早々と申し込み振り込みしていただいたメンバーの方に

はこの価値を十分感じていただいたと確信しています。 
 
しかし、写真コミュニティの参加者はまだ申し込みが少ない状況です。 
 
今回の体験コースで私の意図するところは、まず１人でも多くの写真を愛好する方々

に思い通りに写真が撮れるようになって欲しい。そうなった結果、踏み入れる素晴ら

しい世界に少しでも多くの方々を連れていきたいということ。 
 
そして、私の長年の経験から得た“瞬時に結果をイメージしてシャッターを切る”と

いう、撮影法【瞬撮】を写真の技術指導に生かすべく取り組んできた、全国でも類を

見ない tabby 式指導法を体験していただきたいということ。 
 
これが今回の体験コースの意図であり、今後の私の写真コミュニティの１番意図する

ところでもあります。 
 
第 1 期生として申し込んでいただいたのは、メルマガを読んで私と写真の技術につい
て何回かやりとりをし、YouTube の無料コンテンツ（写真上達レシピ）で私の動画も

見てくれて、ある程度の信頼関係がすでに築けていて、tabby写真アカデミー 
（旧：PhotoMeister 養成スクール）の価値が伝わっている方々だと感じております。 
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私も今回用意させていただいた写真コミュニティの質と内容については皆様のご期待

に応えられるものだと自負していますが、それでもコミュニティ外の一般の方々でま

だ私と交流のない方々から見れば今回の価格設定は少しハードルが高すぎたようです。 
 
とにかく人を集めてこの tabby 式写真撮影法の価値の高さを少しでも多くの方々に伝

えたいので（これが私がこの活動を始めた一番の理由なので）思い切って次のように

変更します。 
 

（変更価格） 
写真コミュニティ１ヶ月体験コース→非会員５００円／会員無料 

 
このように設定し直して再度告知し募集をかけます。 
 
５千円ではありません。５百円です。ワンコイン。 
もう今回は１ヶ月間も５百円ワンコインで参加できるワンコイン体験コースにします。 
 
それも、【通常１枚３千円の添削が、コミュニティ内で３回受けられる】という 
９千円相当の特典つきです。 
 
えーなにを言い出すの tabbyさんと思われたかもしれません。 
 
先ほども言いましたように今回はみなさんの知らない価値ある世界を１人でも多くの

方に伝えるというのが１番の目的です。 
 
第１期生の方の中にも、コミュニティでの添削を受けずに写真をアップするだけとい

うメンバーがいました。これものすごくもったいないことです。 
 
今回のメインは添削や他のメンバーからの刺激を受けて、驚いたり感動したりして、

自らの可能性を信じ世界を広げてもらうことです。 
 
私としてもせっかく作ったコミュニティでの活動が活発にならないのはとても残念な

思いをしましたので、それもあって今回は非会員５百円、会員無料という価格設定で

いきます。それで１ヶ月思う存分に活動してみてください。 
 
きっと参加する前とは違った意識になると私は思っています。 
 
私としては１人でも多くの人に１ヶ月コミュニティを体験して欲しいと思って今回の企

画を立てました。なので今回はこのようにします。 
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次に今度は私からみなさんにお願いです。 
 
私は２０１７年の１年間をかけて準備し１２月からこのような情報発信を始めました。 
 
ここでなにがしたいかというと、 

『写真の本当の上達方法や真実を伝えたい 

（自分もまだ学びの途中で研究したい、知りたい）』 

 

『みんながまだ知らないが、効率的に早く上達する方法があることを伝えたい』 

 

『今は気付いていないだけで、 

“４次元のリアル世界を２次元の写真に置き換えるコツ” 

を知ればこんなにも世界が変わるんだよ』 

 

ということを伝えたいんですね。 

 

私は、写真を中学２年生で始めて今年で４６年目、約半世紀写真にどっぷり浸かって

きました。 

 

ただ浸かっていたのでなくて本物を求めてどっぷり浸かってきました。 

 

週末の国内だけではなく、未知の風景や被写体を求めて海外２１ヶ国で撮影してきま

した。 

 

自己表現としての写真と音作り（もうひとつの趣味）の共通点を３８年間考え続けて

独自の世界観を追及してきました。 

 

そして横木安良夫さんからは写真集の編集やデザインを学び出版しています。 

 

このような諸先輩からは本物を学びました。 
 
そして真実は本物の中にあることも分かりました。 
 
私はこの本物の世界を共有できるコミュニティを作りたいと思ってこのようなサイト

を立ちあげました。 
 
今回先行申し込みしてくれた皆さんとは私は末長くお付き合いする関係性をつくりた

いと考えています。 
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その仕組みが、今回ご紹介する『永久メンバーシップ』つまり、 
私とあなたの、半永久的に続く会員制度です。 
 
私からみなさんへのお願いは、今回の体験コースはワンコインで受けられるようにし

ます。 
 
もし１ヶ月間丸々参加されてもワンコインです。 
 
ぜひ添削も受けてみてください。（受けた方はその変化に一様に驚きます） 
 
そして私の提唱する撮影法を知ってください。 
 
そして判断してください。 
 
これは本物か否かを。 
 
そしてもし本物と感じてもらえたなら、会員登録をして私とずっとお付き合いいただ

き、私が知った世界を伝えさせて欲しいのです。 
 
もし会員登録をしてもらえたなら、写真を体系的に学べる有料の動画レッスン（１１

章）は無料で見れるようなります。 
 
これから予定している講評会の様子も全て見放題です。 
 
さらに会員特典として今後の私が開催する撮影会も会員特権として無料で参加しても

らおうと考えています。 
 
要するに私は自分が知ってしまったこの素晴らしい世界をみなさんに伝えたいのです。 
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会員登録の内容 

会員登録していただければ６月からの写真コミュニティの参加費は全て無料など以下

の会員の特典が各種つきます。  

（会員特典） 

１：添削非会員１枚３千円（税込）のところ、会員は無料。会員登録されますと今後

tabby写真アカデミー（旧：PhotoMeister 養成スクール）にはすべて無料で参加でき

ます。＊パーフェクトコース（１年で写真展を開催するための個人指導）は除きます。 

２：コミュニティでの他人の写真の添削は禁止です（もちろん、感想やコメント・ア

ドバイスは OK）。会員からの添削依頼があった場合、tabbyあるいは tabbyが認めた

スタッフが添削します。それをコミュニティにアップします。非会員は 1ヶ月を過ぎ

ると閲覧不可になりますが、会員はいつでも無料で見放題の特権があります。所用で

撮影や投稿ができなかったときも他のメンバーの写真の添削を見られます。これでコ

ミュニティ参加メンバー全てのコーチング内容も確かめることができます。 

自分が参加しなくても、今後開催する各種講評会の全てのビデオが半永久的に無料で

見放題。非会員はビデオ視聴は一切できません。これも会員特権です。 

３：今 YouTubeでアップされている類の写真上達レシピ（動画）を、要望に応えてカ

メラなどの説明も入れてよりわかりやすいものにしていきます。これも会員は無料で

見れる特権を得ます。 

４：遠くて三遠南信エリアの撮影会に来れない人たちから要望があれば、出張しての

出前撮影会も開催しています。これも会員の特権にしたいと考えています。 

出前撮影会についての詳細は後日発表します。 

６：会員登録したが、私の写真撮影法が思ったほどの価値を感じなかった、期待した

ほどのものでなかったという方には全額返金いたします。その場合、ご連絡いただけ

れば登録した日から６０日以内であれば全額返金の保証をお付けいたします。 



 7 

 

そのためには長い付き合いが必要です。そして長い付き合いが続きやすいコミュニテ

ィへの参加しやすい条件作りが必要です。 

それがこの永久メンバーシップ制度です。 
 
１度、永久メンバーシップの代金を支払ってください。 
 
そうすれば半永久的に tabby写真アカデミーの会員です。 
 
そしてその後のコミュニティや講評会には無料で参加してもらえます。 
 
ここはあえて自慢もせず、謙遜もせず言わせてもらうなら、私は自分の写真指導は

１回５千円の価値があると思っています。 
 
半世紀近く写真に関わってきて、それだけの時間、お金、労力の投資をしてきたとい

う自負があります。 
 
だから非会員は 1回の指導５千円。 
 
今後も、私と変わらずお付き合いをする、tabbyが活動を続ける限り、コミュニティや
オンラインサポートで tabbyの指導を受ける。 
 
そう決断されたあなたは、人生一度きり、私に永久メンバーシップ価格を払って、期

間限定、半額で tabby写真アカデミーの永久メンバーシップ生になってください。 
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価格について 
では、大事な価格の話をします。 
 
先に話した通り、私は 46 年間写真に関わってきて、写真プリントやデーターを１枚

1.5～4.5 万円で販売した実績があります。自分の写真展を開催したり、写真集を出版

したりするだけではなく、写真が好きで上達したいという方にわかりやすく指導する

ために、労力と自己投資を惜しまず腕を磨いてきました。 
 
その結果は、一眼レフを買ったばかりの初心者であっても、すぐにネット広告に使え

るような写真を撮れるレベルにまで引き上げられる指導力にまでなってきました。 
 
更に、近年は、ジャズシンガーのライブを 50回以上、ベリーダンスのショーを撮るな

ど、常に良い表情や瞬間を捉える技術を磨き付けていますし、実際にアーティスト／

ダンサーに喜ばれたり写真展とライブの共催をしたりするなどの結果も出しています。 
 
これほどの結果を出すのに、どれほどの自己投資をしてきたか分かりません。 
 
正直、自身の写真撮影技術を磨くために、46年間、高校大学時代のバイト代から就職

後の小遣いや週末の時間に至るまで、ほぼ使い切ってきたと言っても過言ではありま

せん。 
 
自費でイタリア、タイ、マレーシア・ランカウイ島へ行って撮影したり、好きな（ロ

ンボクを含む）バリ島には 10回以上行ったりしましたし、3万円の写真集作成講習会

や、モデル撮影会に参加したことも一度や二度ではありません。 
 
週末の交通費や海外渡航費、自主的に他都府県に写真展を見に行った回数は数知れず。 
 
仮に少なく見積もって、月 2万円の写真へのコミットを、46年間続けてきたとしたら、
その額は 46年間で 1,000万円超えです。 
 
これだけの指導技術を持った人が、他にいるでしょうか？ 
 
撮影者として、そして表現者として、技術を培った結果、残した実績については、次

のページのプロフィールをご覧ください。
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tabby のプロフィールと実績 

経歴 
1961 年、旭川市に⽣まれる 

1964 年、札幌に転居〜1983 年まで札幌で過ごす 

□⼩学⽣の頃、⽗と⼊った暗室で印画紙に浮かび上がる画像に衝撃を受ける 

1975 年、⽗のカメラを借りて、カラースライドフィルムで撮影をスタート 

1976 年〜1979 年、⾼校写真部でモノクロフィルム現像＆プリント 

1979 年〜1982 年、写真店でバイト。撮影と暗室で夜中までひたすらプリントする 

1983 年〜浜松在住 

 

実績 
○写真展 

 2002 年『光と⽔』＠豊橋 

 2003 年『Paris1997』＠豊橋 

2005 年『のんび荘の四季』＠豊橋 

2006 年『Trip to The World』＠茶⾅⼭ 

2009 年『森・⼭・空雲』＠茶⾅⼭ 

2009 年『旅の途中で』＠浜松 

2010 年『Blue, Mountain & Winter』＠札幌 

2010 年『Marrakech via Paris』＠浜松 

2011 年 MAYA ライブ＆写真展 ＠浜松 

 2014 年 fotofever paris 出展 

 2015 年 fotofever paris 出展【350Euro で Sold out】 

 2016 年 fotofever paris 出展【350Euro で Sold out】 

 2017 年 MAYA ライブ＆写真展 ＠鎌倉 

 2018 年 fotofever paris 出展 

＊fotofever paris とは、 世界最⼤の写真の⾒本市・イベントであるパリフォトと

同時期にルーブル美術館の地下イベント会場であるルーブル・カローセルで開か

れる。約 100 のギャラリーや出版社（⽇本からは 8 社）が出展。 
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○写真集  

 ■Paris          ■Marrakesh        ■Bali/Lombok 

 
 

 ■Germany       ■Thai          ■Hokkaido 
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私の指導の品質については、これからあなたがコミュニティやオンラインサポートで

体験することになると思いますので、判断はあなた自身にお任せします。 
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そう、私の永久メンバーシップの「参加費用」の話でした。 

では、少なく見積もって 1,000万円相当を写真の技術を磨くことのみに専念して投資し、

数々の実績を残してきた私から、動画や添削などの直接指導で、半永久的に指導を受

け取るのにかかる費用は、一体いくらになるでしょうか？ 

いくら半永久指導だ、と言っても、1,000万円丸々をください、とは私も流石に言えま

せん。 

では、100万円ではどうでしょうか？ 

写真家として実績を積んできた私が、今後何年も指導し、動画や添削で指導するのだ

から、この価格を払うという人も、中にはいるかもしれません。 

でも、一介の写真指導者が、団体ならまだしも、個人から受け取る額として、高すぎ

るというのは私も承知しています。 

 

 

では、50万円ではどうでしょうか？ 

これなら、個人でも、分割払いを用意すれば何とか用意できる額ですし、私の長年の

技術と経験に見合った額です。 

決めました。50万円を私の永久メンバーシップが提供する価値に見合った値段としま

す。 

しかし、再三述べてきたように、私の信念は、あくまでも私が長年追い求めてきた一

流の写真の世界にあなたを導くことであり、限られたお金持ちだけが加入できるお金

持ち専用のコミュニティを運営したい訳ではありません。 

だからと言って、私は私の生涯で一度きりとなる商品であろう、”永久メンバーシッ

プ”を、おいそれと安価で売りたい訳でもありません。 

あまり安くして、覚悟が中途半端な人に無尽蔵に売っても、後の指導が大変なだけで

すからね。 

私は過去の指導経験から分かりますが、こういう、入り口の段階で自己投資に躊躇す

るような、覚悟が中途半端な人は、いくら一生懸命指導しても、伸びる幅がたかが知

れています。 
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私が永久メンバーシップの仲間としたいのは、私を信じて、私の永久メンバーシップ

にふさわしい覚悟と気持ちを持った本気の人だけです。 

そこで、私のこの永久メンバーシップの価格は、あなたの覚悟を試す意味でも 

たったの 20万円 

でご提供することにしました。 

 

しかし、まだ私の永久メンバーシップが始まったばかりであり、指導できる人数には

若干の余裕があること、そしてまだ企画が始まったばかりのメンバーシップに早期に

飛び込んできたあなたの覚悟を歓迎する意味でも、期間限定、定価 20万円の tabbyの

この永久メンバーシップは、 

期間限定、特別価格として、半額の 

10万円(税別) 
でご参加いただけることにしました。 

 

正直、今後、私の実績と経験に見合った額である「１回５千円」の指導を、永久的に、

コミュニティあるいはオンラインサポートで受けられるようになる訳ですから、正直

この価格は格安だと思います。 
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お支払い方法(詳細) 

◎会員登録用フォームに必要事項を記入して先に送信してください。送信後、会員登

録の支払いの手続きに入ってください。 

なお、会員登録の支払いは下記形式の PayPal（ペイパル）ボタンからのカード決済と

させていただきます。 

◎但し１回一括払いの場合は銀行振り込みも可です。この場合振込手数料はご負担お

願いします。 

◎分割払いにつきましては PayPal（ペイパル）ボタンからのカード決済のみとさせて

頂きます。下記形式の（２）～（４）からお選びください。 

（１）会員登録 １回一括（消費税８％OFF!!) ￥１００,０００ 

（２）会員登録 ３分割（3.6万円×３＝１０万８千円） ￥36,000円×３回（月払

い） 

（３）会員登録 ６分割（1.9万円×６＝11.4万円→分割手数料 6,000円） ￥19,000

×６回（月払い） 

（４）会員登録 １２分割（１万円×１２＝１２万円→分割手数料１万２千円） 

￥10,000×１２回（月払い） 

（１）’会員登録 １回一括（消費税８％OFF!!) ￥１００,０００ 

１回一括の支払いのみ銀行振り込みも可とします。但し振込手数料はご負担お願いま

す  

※銀行振込 

 ■みずほ銀行 

【店名】浜松支店 

【預金種目】 普通 

【口座番号】 １４１０３６１ 

【受取人】 トビセマサヒロ 
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それだけでは終わらない 

【技術と品質に１００％絶対満足保証！】 

６０日間全額返金制度の詳細 

万一、参加してから、ご不満がある場合、 
60日以内に申し出て頂ければ、その 60日間に 
どれだけたくさん活動・視聴していたとしても、 

お支払いただいた代金の全額を、責任を持って返金させていただきます。 

 

ここまで読んでもまだ不安という方はこうしましょう。 
 
もし１０万円払ったのに私の指導がいまいちだった、期待したほどのものでなかった

という場合には登録してから６０日以内なら全額返金しましょう。 
 
この手紙を読んで会員登録することを決心された方はメールにて連絡ください。 
 
tabby 
メールアドレスは tabby.photomeister@gmail.com 
 
会員登録の段取りの相談をします。 
 
まだ決心がつかない方は、下記の登録フォームから 
ワンコインで体験コースに参加してください。 
⇒ https://photomeister.biz/p/r/xa5pmQYv 

 
もう価格の壁はありませんから全部参加してから考えてください。 
 
以上価格設定の変更と会員登録のお願いでした。 
 
 
追伸： 
 
もう永久メンバーになると決心された方は、 
こちら↓から登録お願いします。 
⇒ https://photomeister.biz/p/r/YlmISANk 

 
 
 


