※本リリースは株式会社オークローンマーケティング、FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社の
共同リリースです。両社から重複して配信される場合がありますが、あらかじめご了承ください。

報道関係各位
2012 年 1 月 13 日
株式会社オークローンマーケティング
FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社

8 週間にわたり、美を極めていく女性たちの姿を追うリアリティ番組

『イネスの魔法～あなたが変わるまで
supported by イネスシークレット』

FOX bs238 にて 1 月 18 日より、FOX にて 20 日より放送スタート！
海外ドラマ・エンターテインメント専門チャンネル FOX（運営：FOX
インターナショナル・チャンネルズ株式会社、本社：東京都渋谷区、代
表取締役社長：小泉喜嗣）は、女性が美しくなることを応援するために、
オリジナル・ミニ番組『イネスの魔法～あなたが変わるまで supported by
イネスシークレット』を、ショッピングブランド ｢ショップジャパン｣、｢ヒ
ルズコレクション｣、「エクサボディ」を展開する株式会社オークローン
マーケティング（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：ハリー・A・ヒ
ル）の一社提供で制作し、FOX bs238 にて 1 月 18 日(水)から、FOX にて
1 月 20 日(金)から放送いたします。

イネス・リグロン

『イネスの魔法～あなたが変わるまで supported by イネスシ
ークレット』は、やりたい事やなりたい自分など目標をかなえるために、8 週間かけて美
しく成長していく女性たちの姿を追うリアリティ番組です。8 週間のビューティーチャレ
ンジに挑むのは、FOX 新人ナビゲーター候補のジェシカと、多数の一般応募から選出され
た千裕と恒子の合計 3 名の女性たち。ミス・ユニバース・ジャパンのナショナル・ディレ
クターを務め、現在ビューティー＆ファッションエキスパートとして世界を舞台に活躍す
るイネス・リグロンはじめ、ファッションやエンターテインメント業界に精通する豪華ア
ドバイザー陣がタッグを組み、夢をかなえるため・美しくなるためには努力を惜しまない
3 人の女性を支えます。
番組ではゲストとして、2007 年ミス・ユニバース・ジャパンファイナリストにも選ば
れ、現在 FOX bs238 および FOX で放送中の番組“FOX Backstage pass”のナビゲーター
を務めている坂倉アコ、2008 年ミス・ユニバース日本代表のモデル/MC の美馬寛子、数々
の映画や CM で活躍中のモデル/女優の高橋マリ子、そしてシンガポール出身の写真家レス
リー・キーらが登場し、3 人の女性たちに美しくなるためのアドバイスをいたします。

ｼﾞｪｼｶ

千裕

恒子

番組で使用する“イネスシークレット”は、イネス・リグロンがプロデュースする、外見だけで
なく内面も磨かれた素敵な女性になるよう、特別に作られた 8 週間の実践プログラムです。8 週間
に渡るチャレンジの結果、3 人の女性たちがどのように変化していくのか、外面だけでなく内面の
美しさにもこだわった“真の美しさ”を求める女性たちが成長する姿は必見です。
今後も FOX bs238 および FOX では頑張る女性たちを応援し、多くの視聴者のみなさまに楽しん
でいただける番組を放送してまいります。

『イネスの魔法～あなたが変わるまで supported by イネスシークレット』放送日時
FOX bs238 毎週水曜日 22：35～22：40 他、FOX 毎週金曜日 22：55～23：00 他
＜全 10 話 放送スケジュール＞
＃1 「プロローグ」
＃2 「自信を持つ」
＃3 「ポジティブオーラを身につける」
＃4 「自分を知る」
＃5 「自分らしさを大切にする」
＃6 「積極的になる」
＃7 「洗練された自分になる」
＃8 「センシュアルになる」
＃9 「夢を持つ」
＃10 「エピローグ」

FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238
FOX bs238

1/18 水、FOX
1/25 水、FOX
2/1 水、FOX
2/8 水、FOX
2/15 水、FOX
2/22 水、FOX
2/29 水、FOX
3/7 水、FOX
3/14 水、FOX
3/21 水、FOX

1/20 金
1/27 金
2/3 金
2/10 金
2/17 金
2/24 金
3/2 金
3/9 金
3/16 金
3/23 金

●株式会社オークローンマーケティング
オークローンマーケティングでは「ショップジャパン」「ヒルズコレクション」「エクサボディ」の 3
つのブランドを展開しています。それぞれが独自のコンセプトのもと、世界中の最高のアイデア・商品・
創造性・エンターテイメントに、品質・サービス・細部へのこだわりという日本の価値観を融合させ、
「世界中でより豊かなライフスタイルを実現します」というビジョンのもとに活動しています。
※㈱オークローンマーケティングは NTT ドコモグループです。

◆商品情報
イネスシークレットは、8週間で外見も内面も磨かれた素敵な女性になれるよ
うに特別に作られた実践プログラム。1～6週目は、人間的な魅力をトータルで
磨き上げ、7週目で、異性を惹きつける魅力を身に付けた最上級の女性に。さ
らに8週目ではレッスンのまとめとして、美しく輝く最上級の女性にふさわし
いビッグドリームの叶え方を学べます。
【セット内容】
DVD×8枚(2枚組×4セット)、ワークブック8冊、スタートガイド、 コレクターズボックス※
※単品購入の場合、コレクターズボックスはつきません。

●FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社
2011 年 10 月に開局した BS 初の海外エンタメ専門チャンネル FOX bs238、CS の海外ドラマ＆エンタ
メ専門チャンネル FOX、ドキュメンタリー専門のナショナル ジオグラフィック チャンネルをはじめ、
全 8 チャンネルを運営しています。
FOX bs238 公式サイト URL： foxbs238.tv
FOX 他 公式サイト URL： tv.foxjapan.com

オークローンマーケティングに関するお問い合わせ：
株式会社オークローンマーケティング PR：鈴木・鶴田
TEL：03-6746-0324 FAX：03-6274-5224 E-Mail：pr@oaklawn.co.jp
FOX bs238 および FOX に関するお問い合わせ：
FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社 PR：笹田・河島
TEL：03-5469-6556 FAX：03-5469-6566 E-Mail：eri.sasada@fox.com

【参考資料】

● イネス・リグロンとは？
フランス・パリ生まれ。 1998 年からミス・ユニバース・ジャパンのナシ
ョナル・ディレクターをつとめ、2006 年度ミス・ユニバース世界大会第
2 位をはじめ、2007 年度ミス・ユニバース世界大会優勝など日本人
女性を世界トップレベルの美女に導く。現在は、ビューティー＆ファッ
ションエキスパートとして手腕を発揮する一方で、世界の美女を創り
出すノウハウを一般女性に向けて発信している。

● 参加者プロフィール

山川ジェシカ
23 歳。大学 2 年生。FOX MC
としてのデビューがかかっ
ている。高校時代をカナダで
過ごす。8 週間を経て、女性
としても、MC/レポーターと
しても成長していきたい。

瀬古 千裕（ちひろ）
24 歳。女優を目指す。海外
留学経験があり、日本語を含
め 4 ヶ国語(英語・中国語・
韓国語)を話す。3 年前にミ
ス・ユニバースに応募した
が、落選。8 週間のプログラ
ムを通して、新しい自分を発
見したい。

村上 恒子（こうこ）
27 歳。花屋勤務。素敵な
フローリストを目指す。
8 週間プログラムを実践す
ることで、外見も内面も魅
力的な女性になりたい。

● ゲストプロフィール
＜１月＞
坂倉アコ
2007 年ミス・ユニバース・ジャパンファイナリストに選ばれた。
現在は FOX および FOX bs238 にて放送中の番組" FOX Backstage pass"
の番組ナビゲーターとして、アンジェリーナ・ジョリー、ブラッド・ピ
ット、トム・クルーズそしてウィル・スミス夫妻など数多くのハリウッ
ドスターにインタビューしている。
また女優としても活動している。

●ゲストプロフィール（続き）
＜2 月＞
美馬寛子
モデル/MC。
2008 ミス・ユニバース日本大会で日本代表に選出され、2008 年
7 月 14 日にベトナム、ニャチャンで開催された 2008 ミス・ユニ
バース世界大会で TOP15 入りという成績を収めた。
3 歳より出身地である徳島県の伝統芸能・阿波踊りを始める。中
学 1 年生の時、ギランバレー症候群という年間発症率が 10 万人
に 2～3 人の脊髄の難病にかかるが、3 ヶ月の療養の末に完治。リハビリのためにと勧められた陸
上競技の走り高跳びを始め、インターハイや国体にも 7 回出場するなど、アスリートの面も併せ持
つ。今後は世界中の難病で苦しむ子供達に勇気を与える、ボランティア活動にもますます力を入れ
て行きたい。将来の目標は、スポーツ・リポーター。

＜3 月＞
高橋マリ子
モデル・女優。1984 年 4 月 24 日サンフランシスコ生まれ。
8 歳でモデルデビュー。14 歳でローティーン向けファッション雑誌『ニ
コラ』の専属モデルとなる。
2001 年に映画『世界の終わりという名の雑貨店』で女優デビューを果た
した後、凶気の桜（2002 年）、ナイスの森〜
The First Contact〜
（2006 年）
など、映画に出演。また、資生堂「マシェリ」、「アネッサ」、キリン
ビバレッジ「午後の紅茶」、江崎グリコ「ウォータリングキスミント」、
ファンケル「マイルドクレンジングオイル」など多数の CM に出演して
いる

レスリー・キー
シンガポール出身の写真家。
東京ビジュアルアーツ写真学科卒業。ファッション・広告・ＣＤジャケ
ットなどの撮影を中心に日本・ニューヨーク・アジア圏で活躍中。2006
年、スマトラ沖地震の津波被害者へのチャリティを目的として、アジア
の有名人 300 人を撮り下ろした写真集『Super Stars』を発売し話題を呼
んだ。2010 年、東京で活躍する 1000 人のヌード写真で構成された写真
集『SUPER TOKYO』を発売した。
APA アワード 2012 年広告作品部門・経済産業大臣賞受賞。

