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今年の夏は記録的猛暑が続き９月に入っても真夏日が続く毎日でしたが、ようやく秋らしい気候になってきましたね。しかし、急な冷え込みに
「秋ものはまだタンスの中」という方も多いのではないでしょうか？ また、この時期感じるのが肌の疲れ。夏に浴びた紫外線の影響や空気の
乾燥により肌の調子がくずれがちです。 ファッションにメイクにスキンケア、急いで秋の準備を始めましょう！

アカデミー卒業生紹介 ＰａｒｔⅠ
エステティシャン養成コース卒業生
前回のＭＢＡニュースでも紹介いたしましたが、４月に開校したエステティシャン養成コース＜本科＞より３名の卒業生がメナード化粧品の
直営サロンに入社しました。７月中旬の入社から２カ月が過ぎた３名に集まっていただき、現在の様子を伺いました。

対談日：9 月 24 日
場所：メナード本社 会議室
左からビレック店勤務 後藤さん、シャンビレック店勤務 柴垣さん、
シャンビレック店勤務 安藤さん、ＭＢＡ 松前先生

松前先生（以下 松）：入社してすぐに青山リゾートへ
研修を兼ねた長期出張でしたが、その様子を聞か
せてください。
安藤さん（以下 安）：３週間で２０名以上のお客様に
エステをさせていただきましたが、ほんとに緊張
しました。

柴：私はお客様から質問された
ときに、なんて答えていい
か分からなかったときです。
「唇が乾燥するときはどうし
たらいいの？」」と聞かれて、
的確な答えができなくて・・・

柴：施術が終わった部屋を片付けるとき、先輩がごみ箱
に捨てた、はがしたパックを取り出して見てます。

松：お客様は様々な悩みをお持
ちなので、それに答えられる
知識を蓄えなきゃいけません
ね。ちなみにその時柴垣さん
の唇はプルプルしてました？ シャンビレック店勤務

後：私はまだトレーニング中で決まってません。
柴：私は１０月中旬の予定です。

安：私は来週の木曜日です。でも、まだ技術チェックで
合格をもらっていないんです。明後日がその日なん
ですけど・・・ まだ時間内に施術が終われなくて。
柴：あっ！緊張でカサカサでした・・・
（9 月 30 日（木）無事デビューされたそうです。）
松：まずはアドバイスする方がプルプルじゃないとね（笑）
松：あと何分縮めなければいけないんですか？
安藤さんはどうでした？
柴垣さん

安：・・・私特に無かったです（笑）

安：あと２０分です。

松：さて、研修が終わってサロンに戻ってからはどんな
仕事をしていますか？

松：それは相当頑張らないといけませんね！ でも、エステ
ティシャンとしての優雅な立居振舞は忘れないように
してくださいね。 それでは最後にこれからの目標を。

安：まだ、お客様への施術はでき
後：まずは早くお客様に施術ができるようになりたいで
ないので、朝の掃除から始まり、
す。お客様には手から一生懸命さが伝わるそうなの
部屋の準備や床磨き、化粧品や
で、心をこめた施術でお客様に満足してもらえる
お茶の準備など、裏方の仕事を
エステティシャンになりたいです。
しています。
安：私もお客様に満足してもらえるエステティシャンに
柴：
“扉の取っ手”も拭いています。
なりたいです。それと３年後には施術にかかわらず、
松：そうですよね。今まであまり
サロンのことは何でも分かるエステティシャンに
掃除したことのないような
なっていたいです。
ところまで磨きますよね。
柴：私は将来ソシオエステティシャンになりたいです。
先輩からは「銀色のものは
松：それはなぜですか？
全部ピカピカにしなさい」
安藤さん
って言われますよね。
柴：以前美容師をしていたのですが、介護を受けているご

後藤さん（以下 後）：私も２０名くらいのお客様にエ
ステをさせていただきました。緊張して手の震え
を止めるのに必死でした。
柴垣さん（以下 柴）：私は研修終了近くになって急に
お客様からの予約が増えたので、急遽私ひとりだ
け出張が１週間延長になったんです。
松：それは大変でしたね。でもその分たくさんのお客
様に施術ができたんじゃないですか？

柴：そうですね。５７名のお客様にエステをさせてい
ただきました。大変でしたが、今思えばとても良
シャンビレック店勤務
い経験ができました。
そういえば、安藤さんと後藤さんが施術をした
後：私の勤務するビレックではまず
親子のお客様が、すごく良かったからということ
朝一番に、お客様にお出しする
で２人が帰ってからもう一度来てくださいました。
タルトをカフェミントに取りに
安・後：えーー！知らなかったぁ。何で教えてくれな
行くことから始まります。
かったの？
あとは、やはり掃除です。スパ
があるので汗だくになりながら
柴：忘れてました・・・
サウナのタオルを取り換えたり
松：そんなうれしいこと早く教えてあげなくちゃ！
しています。 でも、お客様に
あと、柴垣さんにもリピーターのお客様が来てく
「ここは極楽だわ」って言って
ださったんですよね？
いただいた時には嬉しかった
ですね。
柴：そうなんです。青山リゾートでエステをしたお客
様がシャンビレックまで来てくださったんです。
嬉しくてその後すぐにお礼の手紙を書きました。

松：それは私も新人の頃やってました。それでパックの
塗り方を研究するんですよね。
ちなみに皆さん本格的にお客様に施術をするのは
いつからですか？

高齢の方がお客様でいらっしゃったことがあるんです。
その時付き添いでいらっしゃった介護士さんが介護し
やすいようにと「髪は短くしてください」と言ったん
です。ご本人は嫌だったみたいなのですが、お世話に
なっている介護士さんには言えず、さみしそうな顔を
されていて。それで、そういったご高齢の方にもぜひ
エステで喜んで欲しいと思って !

ビレック店勤務 後藤さん

松：今はまだ技術レッスンが続いていると思いますが、
進み具合はどうですか？

松：そうですか！ぜひ夢をかなえてくださいね。
卒業後も皆さんがしっかり頑張ってくれているよう
で安心しました。まずは１人前のエステティシャン
を目指して、これからもトレーニングに励んでくだ
さいね。
メナード青山リゾート
三重県伊賀市青山高原にある総合リラクゼーションリゾート施設。
カフェミント
名古屋市中区にあるメナード化粧品が運営する身体の内側から
美しさを磨くための“時間”や“食”を提供するカフェ。

松：初めてリピーターのお客様が来てくださると、本
当にうれしいですよね。では、逆に困ったことや
辛かったことはありましたか？

柴：時間内に施術を終わることが課題です。
あとは、パックを塗るのがまだ苦手です。
安：私も・・・

後：予定の施術時間をオーバーしてしまったり、まだ
自分の技術力が足りなくて、お客様に満足してい
ただけなかったことが辛かったです。

後：私上手になりましたよ！自分で言うのもなんですけど。
松：よかったぁ。後藤さん授業中は結構・・・大変でした
もんね（笑）

エステティシャン養成コース＜通信科＞
土日クラス 卒業生

2010 年度卒業生数
エステティシャン養成コース

ソシオエステティック
人道的、福祉的観点から、精神的、肉体的、社会的な困難を抱えて
いる人に対し、医療や福祉の知識に基づいて行なう総合的なエステ
ティック。

メイクアップ スペシャリスト養成コース
LEVEL 1 集中クラス 卒業生

全４クラス 39 名

メイクアップ スペシャリスト養成コース LEVEL 1
全 4 クラス 25 名

現在開講中
エステティシャン養成コース
9名
メイクアップ スペシャリスト養成コース LEVEL 2

１７名

以上の方が、それぞれ「認定エステティシャン」、「HIQ LEVEL 2」
の取得を目指して受講中です。

ﾘｭｳ

上段左から大西さん、疋田さん、桂田さん、刘さん
ｼｮｳ

下段左から日下部さん、安井さん、村松さん、薛さん

上段左から桂田さん、近藤さん、太田さん
下段左から竹内さん、加藤さん、二宮さん、下方さん

アカデミー卒業生紹介 ＰａｒｔⅡ
メイクアップ スペシャリスト養成コース卒業生
ｳ ﾂ ﾐ

昨年のレベル２卒業生の久津見さんが、卒業後アルバイトとして働いていたブライダルサロンに、この９月から契約社員として勤務されることになりました。
久津見さんに現在の様子をお伺いしました。

アルバイト期間はどういった事をしていましたか？
入社前はヘアとメイクの両方ができないと（採用は）厳しいと言われていたのですが、今後
ヘアの技術を勉強していくということで働かせてもらいました。
最初は空いた時間にサロンで先輩にヘアを教えていただいたり、撮影などが入るとアシスタ
ントとして同行させてもらっていました。

現在はどんな仕事をしていますか？
ブライダルの前撮りを中心にお仕事をさせてもらっています。
メイクと新郎の着付けができるようになりましたが、会社からは「ヘア＆メイクと新郎新婦の
着付けを一人で全部担当できるように」と言われています。
そのため、今は仕事のあとにサロンでヘアの練習をしています。
美容師ではないので、カットなどの練習は一切なく、スタイル
づくりに必要なアップスタイルとブローを中心に練習しています。

仕事を始めて良かったことはありますか？
前撮りの時にメイクをした新婦さんに「こんなにかわいくしてくれてありがとうございます！
記念に一緒に写真を撮ってください」と言われたことがとてもうれしかったです。
メイクをした相手に喜んでもらうことのうれしさを実感しました。
それからは、メイクをする時に「この人を絶対にきれいにしたい！」と思いながらメイクを
するようにしています。そうすると本当にその人がきれいに仕上がるんですよ。

MHMAPS アシスタントメンバー
としても撮影などにも参加
してくれています。

先日テレビ関係の仕事ができたそうですが？
中京テレビのある番組に出演しているモデルさんの一人が写真集を出版することになったのですが、
その方のメイクをさせていただくことになりました。
実際の写真集の撮影は１０月以降になるのですが、打ち合わせで大手出版社の方とお会いしたりして、「こういう業界の中で仕事してるんだぁ」ってなんか不思議な気
持ちになりました。
この仕事のお話をいただいた時は、嬉しさと驚きと緊張が入り混じっていましたね。でも今からとても楽しみです。

将来の夢は？

最後に一言？

今はブライダルの仕事が中心ですが、将来的には撮影やイベント、ショーなど
様々な分野のメイクができるようになりたいです。
そして、ヘアメイク事務所を持つのが夢ですね。
そのために、今はすべてのことが勉強です。

この仕事を始めて、本当に人のつながりが大事だなということと、自分から動
き出すことの大切さを知りました。
今のサロンを学校から紹介していただけたのは、私が先生に相談したことが始
まりですし、テレビのお仕事も学校の授業でお世話になったフォトグラファー
の先生からのお誘いでした。
今後もこういった“縁”を大事に頑張っていきたいです。

ナゴヤファッションコンテスト２０１０
９月１５日（水）に今年もナゴヤファッションコンテストが名古屋市中区の
ナディアパークで行われ、ＭＢＡ講師を含むＭＨＭＡＰＳがヘアメイクを務めました。
ヘアメイクスタッフはメイク５名、ヘア６名。
モデルはレディス１０名、メンズ３名、キッズ５名の総勢１８名。
ヘアメイクは衣装の印象を左右しないようシンプルで
ナチュラルなものに統一しました。
しかし、いろいろなタイプの顔立ちのモデルがいるため、
全体の統一感が出るよう、色の濃さや入れる範囲など
微調整が必要となるのですが、ショー開始ぎりぎりまで
ヘアメイクの調整をしていました。

ナゴヤファッションコンテスト
新進デザイナーの発掘を目的に開催される
コンテストで、今年が３０回目。
今回は世界１２ヵ国３５２４点の応募の中から、
１次審査クリアした３３作品が最終公開審査に
臨みました。
審査員は今年も花井幸子さんや中野裕通さん
など有名デザイナーが務めました。
このコンテストのグランプリには賞金１００万円
ゴールド賞３０万円、シルバー賞１０万円が贈ら
れます。
若手デザイナーの登竜門ともなっているため、
今回も熱気に満ちあふれたコンテストとなりま
した。
受賞作品などはナゴヤファッション協会
ホームページをご覧ください

ショーの様子（フィナーレ）

メイクルーム。
メイク技術者は手前から滝藤先生、加藤先生、桑野先生。
ヘアメイクの準備時間はタイトな為、メイクとヘアが同時進行で
行われることもあります。

http://www.n-fashion.com/

また、今回もメイクアップ スペシャリスト養成コース LEVEL 2 の受講生が見学
に入りました。
受講生には観客席でのコンテストの観覧と、メイクルームやバックステージな
ど普段見られない所も見学してもらいました。
見学した受講生は「表と裏の両方が見れて良かったです」「バックステージの慌
ただしさがすごかったです」「いい経験になったし、勉強になりました」など嬉
しそうに語ってくれました。

