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第 159 回 内藤 久美子（全日本美容講師会常任創作委員） 2004年トレンドカット -ベースカットからの展開(04.1.20) 鎌田 勝（経営評論家）
平成 16 年の世界と日本の展望
・コレクションメイク - クラシック＆トレンドテクニック -：井上 和彦
第 160 回
・2004 ブライダルメイク：横田 真佐美
(04.3.16)
・トロピカルなモードメイク：秋田谷 英千
つくりすぎないまとめ髪
第 161 回 大川 たみこ（masago オーナー）
(04.5.11) 斎木 幸次（ ㈱白鳥大和 代表取締役社長） 美容幸福論 - 私が歩んできた美容人生 第 162 回 鈴木 吉昭（HS 協会 チェアマンメンバー） HS2004 ニューモード〈エクレーム〉ニューエレガンス
(04.7.20) 宮崎 光明・小田 茂正（美容室オーナー） 人間として美容師として、いかに社会に貢献できるか！
第 163 回 北村 真（ドゥ・セリエ 代表取締役）
(04.9.21) 斉藤 実（労務管理研究所主宰）

ストリートアップ

第 164 回 正宗 卓（HS 協会 運営委員長）
(04.11.16) 早川 昭男（美健開発協会 理事長）

正宗卓の世界

（CLARA BOW 代表・ICD・

第 165 回 シゲル ヤマサキ 美協 NHDK 会員）
(05.1.18) 鎌田 勝（総合経営教育研究所 所長）

年金改革の解説・研究 - 美容師の生涯設計 -

鳥の目・虫の目・心の目
ロングヘアーの新しい考え方まとめ方（銀座、六本木、麻布十番界隈）
新しい時代の始まりの予感

・メイクアップ・カラーバリエーション：井上 和彦
第 166 回
・2005 ブライダルメイク：横田 真佐美
(05.3.15)
・フォーマルメイク：秋田谷 英千
第 167 回 渡辺 雅美（全日本美容講師会 常任創作委員） ネオベーシックからアートの輝き
(05.5.17) 鳥巣 秋野（NPO 法人理美容学研究学会
美容と文化
会長）
（日本メイクアップ協会副理事長・

第 168 回 秋田谷 融範 東北ヘアーデザイン協会会長） シーズンサロンスタイル、コンテストスタイル、自社オリジナルカット
(05.7.19) 中尾 信一 （ ㈱女性モード社
ヘアモード編集部 編集長） 「売れる美容師・売れるサロン」になるための法則
（全日本婚礼美容家協会 理事・

第 169 回 高橋 スミ 師範講師）
(05.9.20) 村島 昭男（著述家）

ミス・ミセスの品とムードある着付を見直す

第 170 回 正宗 卓（HS 協会 運営委員長）
(05.11.15) 早川 光雄（美容界美術家クラブ会長・
美容研究参騎会会長）

2005

人間存在と美容文化
正宗卓の世界

美容師になぜ絵心が、必要か？
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（全日本美容講師会常任創作委員、

第 171 回 内藤 久美子 インターコワフュールジャパン理事） まとめ髪 エッセンシャルズ （デザインの要素）
(06.1.17) 鎌田 勝（総合経営教育研究所 所長）
再び陽が昇る日本経済
・顔の歪みとメイクアップバランス：ヨシ高田
第 172 回
・2006 ブライダルメイク：横田 真佐美
(06.3.14)
・春、夏メイクアップ：秋田谷 英千
（全国ドライカットクラブ

第 173 回 大峰 浩喜 ネット会長“EQUIP”代表） ヘビークライアントに求められる意味のあるカンサルテーション（問診）と DRYCUT
(06.5.16) 大瀧 実希（パーソナルカラーコンサルタント、 パーソナルカラーでイメージアップ
メイクアップインストラクター）

（ヘアスタイリスト協会チャーマンメンバー

ヘアスタイリスト協会第 29 回ニューヘアーモード「リップルカール」新しいパーマの提案
第 174 回 鈴木 吉昭 インターコワフュールジャパン会員）
(06.7.18) 安食 宏一（株式会社レラ東販売 代表取締役） 見て、聞いて、行ってみて感じたお客様を引き寄せるサロンの法則
（㈱スーパーカット

SUPER CUT Creation
第 175 回 テリィ南 ビューティコミューン代表）
(06.9.19) 佐藤 中哉（エイブルプランニング・オフィス主宰 身近な海外事情・技術は言葉より雄弁である！
サロンマネジメントコンサルタント）
（HS 協会運営委員長、パラボラ・ヘアワークス

第 176 回 正宗 卓 代表、ジュニアビューティスクール校長） 2006 正宗卓の世界
(06.11.21) 品川 薫（株式評論家 品川経済研究所主宰） 株式投資と人生設計
（堀部モードサークルインターナショナル

第 177 回 堀部 真生 会長 ,NHDK 創作設定プロジェクト委員） モダンエレガンス
(07.1.16) 植村 秀（株式会社シュウウエムラ化粧品 創業者） 人間・植村秀
・代官山ストリートメイク：福田 雅彦
第 178 回
・2007 ブライダルメイク：横田 真佐美
(07.3.20)
・コンテストにおけるメイクアップ：秋田谷 英千
第 179 回 正宗 卓 VS 西洋髪結チーム
(07.5.15) 小池 入江（ ㈱女性モード社
ヘアモード編集部 副編集長）

HS'07 ニューモード「アルルカン」のサロンテクニック＆サロンで売れるメンズヘア
人気スタイリストへの近道

(SUPER CUT Art director

BOB グラデーションの可能性 - パーソナルな似合わせ 第 180 回 山中 浩二 & Top stylist)
(07.7.17) 中野 真帆子（ピアニスト・フェリス女学院大学音楽 ピアニストの日常
学部講師・創造学園大学芸術学部講師）
（ヘアスタイリスト協会チャマン・メンバー インターコワ

第 181 回 鈴木 英里子 フュールジャパン常任理事・アジアファッション委員長） HS ニューモードとクリエイティブコレクション
(07.9.18) 入江 健雄（東京ヘアデザイナーアカデミー 美容人生～陶芸の道（人生は夢と希望）
創立会長 元 ㈱田谷 副会長）
（全日本婚礼美容家協会師範講師

第 182 回 小林 奈美子 (有)美研 美容室サロンダール代表） 成人式に向けての振袖着付・帯結び
(07.11.20) 羽鳥 勉（ ㈲はとり 代表取締役社長）
着付に役立つ きものの知識
大川たみこヒストリー＆クイックアップテク
第 183 回 大川 たみこ（masago 代表）
(08.1.15) 南雲 雅枝（ ㈲エムズジャパン 代表取締役） 愛されて売れる接客 異業種 No.1 の接遇実績をもとに今、美容室経営に生かす !!

：技術講座
回

：教養講座

：メイクアップ講座

数

講
師
名
テ
ー
マ
・ファンタジー・スプリング「ガーデンフラワー」
：ヨシ 高田
第 184 回 ・アイメイクアップの作り方 ～粋～：秋田谷 英千
(08.3.18) ・ＮＹコレクションメイク：山中 浩二
・2008 ブライダルメイク：横田 真佐美
（ＺＡ／ＺＡ ﾃｸﾆｶﾙﾁｰﾌﾃﾞｨﾚｸﾀｰ） 価値を感じるサロンヘアカラー
第 185 回 瀧本 明貴子
(08.5.13) 上田 政昭（㈱ｱﾘﾐﾉ第一営業部所長）
「お客様満足は店販にあり」

第 186 回 山内 千代美（全日本婚礼美容家協会 師範講師） コンクール着付けをとおして洋に負けない凛とした和姿をめざす
(08.7.15) 久野 真平（Ｍｏｏｎ＆Ｓｕｎ 代表）
美人ＷＡＬＫＩＮＧ 基礎編 健康で美しい歩き方の基本を学びます
（ＺＥＬＥ ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ） 64 イメージカテゴリー
第 187 回 笠木 ルミ子
(08.9.16) 植村 浩（㈱ウトワ代表取締役社長）
「髪と顔を創るサロン」をつくる
（ﾔﾏﾉﾋﾞｭｰﾃｨｳｪﾙﾈｽｻﾛﾝ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ﾍｱﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ

パーソナルメイク
第 188 回 AKIRA Ｃ＆ＣＩヤマノ㈱ 取締役副社長）
(08.11.18) 南 留美子先生（市川スキンクリニック院長） 美とアンチエイジング
第 189 回 神宮司 芳子先生
(09.1.20) 中尾 伸一先生（ヘアモード編集長）
第１部 技術編

・サロンメイクに新技法を～エアブラシメイクアップ：カズ井上先生
・チークメイクアップ～イメージを変えて見せてくれるポイント～：秋田谷 英千先生
第 190 回
・ＮＹコレクション 2009 ファッション＆メイク～バックステージの仕事～：山中 浩二先生
(09.3.17)
・2009 ブライダルメイク：横田 真佐美
第２部 メイクアップシンポジウム

◇秋田谷 光梨（ユニーク） ◇佐藤 昌子（美ＺＥＮ ＨＡＩＲ）
◇坂下 加奈子（SUPER CUT P･A･S･TIME） ◇土屋 幸恵（SEES HAIR）
◇牧野 愛子（美容室 FLOW＊ES＊） ◇松下 典子（Hair Design O-W）
第 191 回 佐藤 律先生（日本パーマ協会代表・日本ヘアカラー協会理事執行部） 美容業界のパーマ文化再構築の必要性とテクニックの進化
(09.5.19) 久野 真平先生 (Ｍｏｏｎ＆Ｓuｎ代表 ) ＫＵＮＯ ＭＥＴＨＯＤより＜呼吸法基礎編＞
コレが、アップのベーシック？ これぞｕｐのベーシック！
第 192 回 北村 賢先生（北村美容研究会 会長）
(09.7.21) 村田 拓司先生 (CHURA カナダバンクーバー店 代表 ) 海外での美容室の生かし方
横山 幸司先生 ( 美 ZEN HAIR 代表 )
第 193 回 岩井 ひとし先生（ＰＲＩＭＰ代表） クオリティ・アップ
(09.9.15) 住田 知之先生 ( 住田美容専門学校 校長 ) 2007 年以降の美容学校生の現状と定着へのアドバイス
第 194 回 松本 泰知先生（日本ヘアデザイン協会理事･ｲﾝﾀｰｺﾜﾌｭｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ会員） パラボラカッティング＆３Ｄテクニック
(09.11.17) 高柳 多美先生 (NLP ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗｸﾃｨｼｮﾅｰ 幸福人生カウンセラー ) 幸せのコミュニケーションをめざして

