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興味はあるけど、どんなものかよくわからない…。という方は、迷わず体験をしてみましょう。ネイルやまつ毛エクステの楽しさに触れ、
将来が大きく変わるかもしれませんよ。美容のお仕事デビューも夢じゃない！

トータルにサポートします。
新規導入から運営までトータルサポート
美容の仕事は女性の憧れ。手に職をつけ自立した女性を目指す方が増えています。これからプロを目指す方は、ス

クール選びが将来を左右する大切な一歩になりますが、何を基準に選べばよいか迷いますよね。当スクールでは、

ネイリストやアイリストを目指して学び、卒業後はプロとして活躍する方を多く輩出しています。

弊社（株式会社DORA）は、スクールとサロンを運営しており、確かな技術・知識と、サロンで通用する生きたテク

ニックの両方を身につけることができる環境が整っています。サロン実績のあるスタッフがスクールで講師として指

導にあたりますので、卒業後のサロンワークを視野に入れた実践的な内容が学べるのも大きな魅力です。

また、①店舗運営　②スクール　③商材卸の事業で培ったノウハウをもとに、あらゆる角度から、在学中も卒業し

てからも皆さんが抱える悩み（サロン運営や技術面など）を一緒に解決するなど、トータルにサポートしています。

トータルサポート
仕事を始めてからの疑問や
不安はいつでもご相談ください。
サロン運営で培ったノウハウを
もとに、解決方法を一緒に
見つけます。

各種ショートスクール
アロマ・フェイシャル・マッサージ
など様々なショートスクールを
用意しています。
新メニューとして導入しやすく、
サービスの幅がひろがります。

商材サポート
安心・安全な商品がいつでも
特別価格で購入できます。

スキルアップセミナー
新商品などの情報とともに、
サービス向上のための技術
セミナーなどを開催。
卒業してからも更に学べる
環境が整っています。

プロアイリスト・ネイリスト
を目指す方

手に職をつけて
ホームサロン開業を目指す方
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まず「体験レッスン」
の予約を取ろう

予約した日時にスクールへ
道具は全て貸し出しだから手ぶらでOK

体験レッスン
スタート！！

Step1 Step2

・内容  体験レッスン＋スクール説明
・費用  １,５００円

・内容  体験レッスン＋スクール説明
・費用  １,５００円

http://www.b-facette-nail.jp

予約制

要予約

予約制
これにハマる方

続出中♪

スクール
担当者から詳しい
説明も聞けるよ♪
不安や疑問など
相談もOK

未来の自分がここから始まる。

orネイル

まつ毛エクステ

ＤＯＲＡは、あなたの夢をサポートします！

カラーリングや3Dアートのプチレッ
スンを行いチップを作成。
講師が丁寧にコツを伝授！ネイル
の楽しさを実感して下さい。

授業風景や雰囲気
などを体感してい
ただきます。スクー
ル内容やカリキュラ
ムの説明、ご質問
にお答えします。

プロアイリストが使用する道具を実
際に用いて、装着方法を体験！　
ダミー人形を使用して、まつ毛エク
ステの繊細な技術を体感できます。

2013年1月に、ネイル、まつ毛エクステともに徳島校、東広島校が開校いたします。
初心者からプロレベル、趣味ネイルから資格取得まで、ご要望にあわせてサポートいたします。

ビ・ファセットネイルスクール

※徳島校、東広島校は、電話番号決定まで、各サロンへご連絡ください。
※徳島校、東広島校は、電話番号決定まで、
　各サロンへご連絡ください。

ノバラッシュアイリストスクール

スクール情報
は携帯からも
ＣＨＥＣＫ！

NOVALASH Eyelist School

http://novalash-school.jp

[倉敷校]　岡山県倉敷市平田659-4　tel.086-430-3677
[岡山校]　岡山県岡山市北区錦町6-8古川ビル2Ｆ　tel.0120-537-533

まつ毛エクステ

Ｂ･facette Nail School
[住所]倉敷市平田659-4　tel.086-430-3677

まずは体験レッスンへＧＯ！まずは体験レッスンへＧＯ！
スクール見学
30分

ビ・ファセットネイルスクールの生徒さん及び卒業生が参加できる年末恒例の
「DORAチップコンテスト」が開催されました。今年のテーマは、『DREAM』。
今までと異なり、幅広いテーマとなったため、とても個性あふれる作品が数多く揃いました。
勉強を始めたばかりの３級の方から、卒業し個人サロンを経営されている方まで、多くの方にご参加いただきました。
検定だけでなく、コンテスト参加やサロンワークに必要な技術のレベルアップになるようにという思いから、始めたこの大会ですが、
年 レ々ベルが高くなっています。
来年も開催を予定しておりますので、ぜひ皆さんご参加ください！

グランプリ 服部朝美さん

Q1　「空を飛んでみたい！」
Q2　10月に2級を受験し、1級はこれからなので、今まで習ったテクニックでできる
　　 ことをすべて使いたいと思い、フラットアートとジェルの特徴を活かした作品を
　　 つくりました。先月から1級のスカルプの勉強を始めたので、これも少し取り
　　 入れたかったのですが、まだまだ始めたばかりなので細かなことはできない
　　 ので、横の雲をアクリルで作ってみました。

第3位 松井友紀さん第2位 枝木千絵さん

Q1　女の子の願望「お姫様」をイメージしてつくりました。
Q2　西洋のアンティークな感じをメインに表現しました。
　　 最近始めたエアブラシを使用して、チップの周りをエアブラシ
　　 でぼかして雰囲気を演出しました。

Q1　「楽しい時間」
Q2　先日行った嵐のコンサートで、日常を忘れてすごく楽しい時間
　　 だったので、この気持ちを表してみました。密かに、嵐カラーや
　　 サイドにあるジェルで作成したドームの中に王冠などを
　　 アレンジしてます。
　　 昨年の大会では3位、今年は2位。来年は1位を目指します！

校長賞 筒井知花さん

Q1　「ネイリスト」
Q2　左から描き始めて、少しずつネイリストという自分の夢を表現
　　 していきました。

いつ湖先生に
アートチップ作成の
ポイントを解説して
頂きました。 『ネイリストに

必要なこと』
について先生方の

体験談をまじえながら、
教えて頂きました。

校長先生より
とても繊細に丁寧に描かれています。色の選択も素敵で、アクセントの赤
がきいていてネイリストという夢がとても伝わってくる作品です。
今はモノトーンな夢が、彩られていくことが楽しみです。

DORAチップコンテストC 第３回
12月15日（土）開催　テーマは『DREAM』

J Jジェルスカセミナー
このセミナーでは、161色とカラーが豊富なセ
レブジェルを使用してサロンワークに使用で
きるジェルアートテクニックを学びます。
また、「このデザインはどうやったらできるの？」
などの日々の疑問にもお答えしていきます。
検定対応はもちろん、今後もサロンワークに
必要なテクニックや情報をお届けするセミ
ナーを開催していきますので、ぜひご参加くだ
さい。
開催予定は、HPでお知らせします。

チップコンテスト表彰式の後、いつ湖先生に
よる「ジェルスカセミナー」が開催されました。
いつ湖先生のセミナーは、テクニックや情報
が盛りだくさん！みなさん、メモの手がとまり
ません！
現在の主流はソフトジェルですが、ジェル検
定上級の内容であり、今また見直されている
ハードジェルは
持ちや艶の良さから、
サロンワークでの使用が
増えています。

セレブジェルセミナー

今後もセミナーを開催していきますので、HPをご覧ください。　http://www.b-facette-nail-school.jp/
 

こちらの詳しい
内容は中面で

Q1
DREAMで描いた内容は？

Q2
こだわりポイントなど。

グランプリの服部さんに、
恒例の『ピンクのクリスタルトロフィー』と
優勝賞品『ネイル商品券3万円分』が送られました！



イベントで役員
をするいつ湖先生

アイリストスクール

Eyelist School
ネイルスクール

Nail School

NOVALASHとは

NOVALASH グルーについて

NOVALASHは、世界で支持される“セレブ御用達”ま

つ毛エクステです。［27カ国に導入］

米国で誕生したＮＯＶＡＬＡＳＨ（ノバラッシュ）は、ハリ

ウッド女優もお気に入りのまつ毛エクステブランド。

有名アーティストやハリウッド女優が愛用し、海外のメ

ディアが話題にとりあげるほど注目されています。

まるでチョコレートのようなパッケージのコスメ。

マスカラや、美容液、目元専用クレンジングパット

など、充実のラインナップ。日本での発売が待ち

遠しいです。

イメージカラーやイメージ写真を一新して、

世界中に店舗展開がスタートしています。

11月にイギリスから来日した

NOVALASH アジア地区担当の

Heather Hughes （写真右）

アメリカでの技術や業界情報、新商品情報を

たくさんもってきてくれました。

しっかりとバックアップしてくれるのでこれから

が楽しみ！

世界で支持される米国ブランド

医療サポートのもと開発
安全性を追求したグルー

ブランドイメージを
リニューアル

NOVALASHオリジナルコスメ

世界に広がる
NOVALASH サロン

ＮＯＶＡＬＡＳＨは、米国にてヒューストン大学

やベイラー医科大学の科学者と医師により

2004年に設立され、医師によって処方された

グルーの高い安全性に注目されているのです。

その高い安全性は、米国薬局方（ＵＳＰ）グ

レード基準を満たしていること、そして日本

でいうＪＩＳ規格と同

等の米国ＡＥＷCA認

可製品に指定されて

いることからも実証さ

れています。

Q1まつ毛エクステを始めようと思ったのはなぜ？

Q3 あなたの今後の
目標は？

Q2このスクールに決めたワケは？
今はネイリストとして働いているのですが、一瞬で変
われるまつ毛エクステンションに出会い、なんだかネ
イルと同じ魅力を感じ、両方できたら、もっとお客様
に喜んでもらえるなと思い興味をもちました。

ネイリスト、アイリストとしてトータルに美
容を提供し、地元徳島の女性に、「キレ
イ」の楽しさを伝えていきたいです。
そして、認定講師をめざして、アイリスト
仲間を増やしたいな！

現役でトップアイリストとして活躍している方に、直接
教えてもらいたかったからです。
また、「安心、安全」にこだわり、技術だけでなく、業界
情報や知識面までサポートしてもらえることも魅力に
感じました。

楽しく資格を取得して、即戦力として働けます！

Q1ネイルを始めようと思ったのはなぜ？

Q3 あなたの今後
の目標は？

Q2このスクールに決めたワケは？
事務職をしていた母が、転職したことが刺激でした。
資格をとり、手に職をつけた母が、認定講師として、ま
た、トップアイリストとして店舗をまかされている姿を
みて、私も美容業界に憧れを持ち始めました。

身につけた技術を活かして、ネイリストし
て美容のお仕事をしていきたいです。
トップアイリストである母と、いつか一緒
に仕事ができたらと思ってます。　

私は子供がまだ小さいこともあり、フリータイム制で
無理なく通えるスクールを探していました。子どもと一
緒の時間も大切にしながら、しっかりと将来のための
準備がしたかったんです。ですから、合格率が高く
JNAの認定校であることは、大きな決め手でした。

2011年秋季JNEC2級合格率は82%。高い合格率が魅力！

PROFILE モデルコース

プロアイリストコース在校生

横手夕季さん

　現役ネイリストの彼女。仕事のはばを
ひろげたいとまつ毛スクールに。海外の
大会でも活躍し、世界的にも評価されて
いる講師の山岡さん指導のもと勉強中。

1月

3月 4月

入学 基礎知識＆
実技

対策セミナー
模擬試験

日本アイリスト協会
検定2級　受験
1級に向けての講義

実技 対策セミナー
模擬試験

日本アイリスト協会
検定1級　受験

2月

PROFILE 1日のスケジュール

0:00 7:00プロネイリストコース在校生

鈴木杏奈さん

姉妹校のノバラッシュで資格を取得し
サロンで働く母の勧めで入校。フリータ
イム制を利用することで一児の母とし
て育児と資格取得の勉強を両立中。

12:00 14:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

11:00 12:00

23:00

睡眠 家事 スクール

スクール 飯
夕

ぶ
遊
と
も
ど
子

ろ
ふ
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習
練
主
自

家事
自分の
時間

ネイルよりエステの
授業が好きでした！

私、やるならとことん
したいんです！

石井 規子先生

JNA 認定講師

中野 いつ湖校長先生

JNA 常任本部認定講師

土橋 千春先生

JNA 本部認定講師
尾熊 亜紀先生

JNA 認定講師

好きなことも家族も、
大切にしたいんです！

Q1  なぜネイリストに？
自分の手にネイルをするうちに、だんだんネイル
が気になりはじめ、練習モデルさんに喜んでもら
えることが嬉しくて、ネイリストになろうと思いま
した。
 
Q2  どのようにネイルと
　　かかわってきましたか？
私、ビ・ファセットネイルスクールの卒業生なんで
す。ネイルサロンで働きながら1級を取得し、ラス
ベガスの大会に出たりもしていました。
今の会社やいつ湖先生と出会い、いろいろなエ
デュケーターの資格をとらせてもらったり、オース
トラリアの国際ライセンスも取得できました。　
 
Q3  これからの目標は？
今よりワンランク上の仕事ができるよう、自分自身
のステップアップをしながら、生徒さんの夢や目
標をかなえるサポートをしっかりとしていきたいと
思ってます。また、講師育成にも力をいれていき
たいです。講師を目指す方、大募集中です！

Q1  ネイルの経歴は？
神戸のネイルサロンで３年、岡山と倉敷の2店舗
統括のマネージャー兼ネイリストとして３年働き
ながら、認定講師資格を取得したり、海外のネイ
ルの大会に参加したりしました。オーストラリアの
サロン勤務経験もあります。
 
Q2  なぜ海外に？
オーストラリアの大会に参加した時、日本とはま
た違う雰囲気を感じ、グローバルなネイリストに
なりたいと思ってしまったんです！そう思ったら、
私オーストラリアにいました。　
 
Q3  これからの目標は？
日々の生活の中で、ステップアップを感じることっ
て、なかなかないと思い
ますが、ネイルを通して、
この喜びを生徒さんに
お伝えし、共有していけ
たら最高です。

Q1  なぜネイルのお仕事を？
はじめは、アルバイトで美容院とネイルの受付を
していました。そんな中、その美容院がなくなって
しまい、これからどうしようかなって考えている
間、ネイルの勉強していたんです。
そうしたら、ネイルの魅力にはまってしまって！
 
Q2  サロンでのお仕事はどうでしたか？
はじめは、勉強したことをしてみようと、流れでサ
ロンで仕事をしていたと思います。
その中で、お客様の表情の違いを感じたり、指名
をもらえることに喜びを感じるようになりました。
 
Q3  家庭と仕事の両立って
　　実際どうですか？
子供ができ、改めて、手に職があることの大切さ
を感じています。今は、ここの講師と自宅でサロン
をしているのですが、本当に家族に支えられてい
ます。おかげで、出産3週間前までサロンワーク
をしていましたし産後は1か月半で復帰できまし
た。感謝の気持ちでいっぱいです。

ネイルの世界に飛び込むきっかけは人それぞれ。そして学びながら感
じること、目標、学んだ先で自分にどう反映させるかも人それぞれ。
周りから見れば同じようなことをしているように見えるかもしれませ
ん。しかし、そこには個々の生き方に大きな影響を与える「何か」があ
るのではないでしょうか？
私の場合、準看護婦免許を取得し病院勤務をしていた時代もあれ
ば、その後にはモデル、フリーパーソナリティ、タレント活動、エアロビ
クスインストラクターなど様 な々経験をしてきました。
こんなにも華やかで楽しい職業のはずなのに、私の求める「何か」を
見つけることが出来ませんでした。
私が求める「何か」はネイルの世界にあったのです。
今回は、3人の先生にも聞いてみたいと思います。   　2011年のNAILEXPOでセレブジェルブースにて新店OPENの準備中

高校でネイルの授業をする土橋先生

Heather（右）と山岡先生（左）

NOVALASH　HONGKONG

NOVALASH　BANGKOK




