
令和5年5月22日現在

社 員 名

岸　谷　義　人 旭川理容美容専門学校

布　川　耕　吉 北海道美容専門学校

藤　原　國　明 北海道理容美容専門学校

永　井　龍　剛 函館理容美容専門学校

北　上　俊　幸 釧路理容美容専門学校

守　本　朝　美 北見美容専門学校

浮　舟　邦　彦 札幌ベルエポック美容専門学校

伊　藤　新　一 札幌ビューティーアート専門学校

佐々木　敬　信 札幌ビューティックアカデミー

高　橋　知　宏 北海道芸術高等学校　札幌キャンパス

黒　沢　宣太郎 八戸理容美容専門学校

奥　崎　誠　一 青森県ヘアアーチスト専門学校

木　浪　賢　治 青森県ビューティー＆メディカル専門学校

勝　又　　　明 岩手理容美容専門学校

高　瀬　　　権 盛岡ヘアメイク専門学校

鈴　木　正　壽 東北ヘアーモード学院

奈　良　憲　光 北日本ヘア・スタイリストカレッジ

小野寺　光　弘 仙台理容美容専門学校

横　橋　　　健 ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門学校

守　末　な　み 仙台ヘアメイク専門学校

佐　藤　　　亨 仙台ビューティーアート専門学校

上　平　承　一 東北芸術高等専修学校

江　畠　清　彦 秋田県理容美容専門学校

小　野　繕　永 秋田ヘアビューティカレッジ

　
阿　部　吉　宏 山形美容専門学校

水　戸　温　子 山形理容学校

村　上　良　明 郡山理容学校

村　上　清十郎 iwakiヘアメイクアカデミー

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名
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令和5年5月22日現在

社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

中　野　竹　治 福島県高等理容美容学院

佐　藤　知　子 郡山ヘアメイクカレッジ

谷ヶ城　慶　二 会津美容高等専修学校ＡＩＺＵビューティーカレッジ

髙　田　寿　広 国際ビューティ＆フード大学校

仲　田　　　卓 茨城理容美容専門学校

鴨志田　　　康 水戸美容専門学校

内　山　真由美 盈科美容専門学校

八文字　典　昭 専門学校水戸ビューティカレッジ

 
槙　島　智　巳 ＷＦＡビューティアカデミー

 
長谷川　　　潤 栃木県美容専門学校

田　鶴　大　輔 足利デザイン・ビューティ専門学校

松　崎　義　典 センスビューティーカレッジ

渡　邉　吉　一 国際テクニカル美容専門学校

小　林　芳　靖 国際テクニカル理容美容専門学校

松　田　　　昇 群馬県理容専門学校

町　田　仁　一 群馬県美容専門学校

桑　名　喜代美 伊勢崎美容専門学校

高　橋　紀　幸 高崎ビューティモード専門学校

高　野　春　夫 埼玉県理容美容専門学校

舟　橋　一　浩 専門学校トータルビューティカレッジ川越

小　池　康　治 埼玉東萌美容専門学校

弓　削　勇　人 グルノーブル美容専門学校

堀　口　秀　暁 大宮理容美容専門学校

下　村　朱　美 ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校

増　田　泰　朗 大宮ビューティー＆ブライダル専門学校

櫻　井　美　津 パリ総合美容専門学校千葉校

柴　入　裕　一 東洋理容美容専門学校

小　山　智　子 千葉美容専門学校

2/10



令和5年5月22日現在

社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

福　井　　　誠 ユニバーサル美容専門学校

中　田　裕　之 パリ総合美容専門学校柏校

田　村　英　介 ジェイ ヘアメイク美容専門学校

猪　爪　一　徳 東京ベイカレッジ

髙　橋　一　博 千葉ビューティー＆ブライダル専門学校

山野愛子ジェーン 山野美容専門学校

髙　山　輝　久 高山美容専門学校

窪　田　多美子 窪田理容美容専門学校

伊　藤　恵　子 マリールイズ美容専門学校

山　中　祥　弘 ハリウッド美容専門学校

中　尾　　　実 東京美容専門学校

眞　野　房　男 真野美容専門学校

平　野　　　徹 国際文化理容美容専門学校渋谷校

住　田　知　之 住田美容専門学校

 
河　合　靖　臣 中央理美容専門学校

稲　葉　孝　博 東京理容専修学校

  網　蔵　糸　乃　 日本美容専門学校

和　田　美　義 国際理容美容専門学校

大久保　紀　子 資生堂美容技術専門学校

西　口　啓　子 東京総合美容専門学校

　
荘　司　礼　子 国際文化理容美容専門学校国分寺校

高　瀬　和　子 東京文化美容専門学校

長　谷　川　隆 東京マックス美容専門学校

小　林　正　典 コーセー美容専門学校

山野愛子ジェーン 山野美容芸術短期大学

小　倉　規布佳 早稲田美容専門学校

中　村　道　雄 ベルエポック美容専門学校

吉　川　秀　隆 タカラ美容専門学校
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社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

昼　間　一　彦 東京ビューティーアート専門学校

中　溝　京　子 町田美容専門学校

來　間　克　己 アポロ美容理容専門学校

高　瀬　陽一郎 専門学校エビスビューティカレッジ

六　川　　　忍 東京モード学園

川　戸　功　一 東京ベルエポック美容専門学校

下　村　朱　美 ミス・パリ・ビューティ専門学校

大　竹　嘉　明 大竹高等専修学校

清　水　智　之 東京ビューティー＆ブライダル専門学校

和　田　美　義 国際共立学園高等専修学校

渋　谷　通　江 すず学園高等専修学校

小間物　晃　弘 横浜市立横浜商業高等学校別科

大　田　裕多佳 鎌倉早見美容芸術専門学校

渡　来　秀　隆 横浜理容美容専門学校

恩　田　正　和 神奈川ビューティー＆ビジネス専門学校

梅　原　昇　子 アイム湘南理容美容専門学校

岩　崎　有紀子 横浜fカレッジ

井　出　隆　夫 湘南ビューティーカレッジ

小　泉　いづみ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校

鈴　木　政　信 岩谷学園アーティスティックＢ横浜美容専門学校

渡　辺　武　利 国際総合ビューティーカレッジ

　
吉　原　雅　美 Ｍ.Ｄ.Ｆ. ＢＥＡＵＴＹ ＣＯＬＬＥＧＥ

福　谷　美佐子 横浜芸術高等専修学校

早　川　幹　夫 新潟理容美容専門学校

日　坂　力　也 長岡美容専門学校

土　田　一　郎 国際ビューティモード専門学校

立　川　智　宏 新潟美容専門学校 ジャパン･ビューティ･アカデミー

井　口　　　公 クレア　ヘアモード専門学校
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社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

野　本　義　久 富山県理容美容専門学校

林　　　不二男 専門学校 富山ビューティーカレッジ

臼　井　千威子 臼井美容専門学校

長　田　　　實 石川県理容美容専門学校

東　　　千枝子 専門学校金沢美専

中　野　達　也 福井県理容美容専門学校

大　原　陵　路 大原スポーツ医療保育福祉専門学校美容科

山　形　正　喜 山梨県美容専門学校

長　尾　明　靖 長野理容美容専門学校

長　尾　明　靖 松本理容美容専門学校

後　藤　和　子 岐阜美容専門学校

川　口　隆　弘 ベルフォート美容専門学校

提　坂　　　直 静岡県美容専門学校

中　村　尚　登 静岡県西部理容美容専門学校

高　山　長次郎 タカヤマアドバンスビューティー専門学校

久保田　寿　人 静岡県東部総合美容専門学校

宮　武　貫　太 静岡アルス美容専門学校

池　田　昌　隆 池田美容学校

高　浜　三紀代 静岡新美容専門学校

古　田　光　輔 フリーエース美容学校

中　野　勘次郎 ルネサンス　デザイン・美容専門学校

　
大　磯　　　誠 浜松クレアックス ビューティーカレッジ

池　山　英　一 アリアーレビューティー専門学校

犬　塚　清　孝 愛知美容専門学校

中　尾　博　志 中部美容専門学校名古屋校

野　村　和　孝 名古屋理容美容専門学校

髙　岡　　　和 名古屋綜合美容専門学校

久　米　武　典 中日美容専門学校
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社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

加　藤　武　彦 愛知県東三高等理容学校

加　藤　武　彦 愛知県東三高等美容学校

加　藤　栄　一 東海美容学校

中　尾　博　志 中部美容専門学校岡崎校

塚　本　紀　之 名古屋美容専門学校

佐　藤　元　彦 専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ

昼　間　一　彦 名古屋ビューティーアート専門学校

杉　田　　　薫 美容専門学校アーティス・ヘアー・カレッジ

平　林　美佐子 名古屋ビューティー専門学校

泉　　　怜　生 愛知中央美容専門学校

小　川　優　子 名古屋モード学園

杉　浦　孝　次 MOOビューティーアソシエイション

日比谷　美奈子 セントラルビューティストカレッジ

福　本　勝　則 ビーキュービック美容学校

白　山　和　彦 アクア理美容学校

　
加　藤　武　彦 セブンティーン美容専門学校

鈴　木　康　弘 愛知芸術高等専修学校

竹　内　祐　子 IG BEAUTY ACADEMY

岩　瀬　せつ子 安城生活福祉高等専修学校

長谷川　雅　敏 旭美容専門学校

山　本　ゆ　き ミエ・ヘア・アーチストアカデミー

北　村　誠　之 伊勢理容美容専門学校

三　田　清　栄 京都理容美容専修学校

永　田　武　則 アミューズ美容専門学校

西　　　初　美 京都美容専門学校

村　田　忠　男 ＹＩＣ京都ビューティ専門学校

近　藤　雅　臣 京都医健専門学校

谷　本　穎　昭 大阪美容専門学校

6/10



令和5年5月22日現在

社 員 名

社　　員　　名　　簿

養　成　施　設　名

森　岡　𠮷　竹 大阪中央理容美容専門学校

藤　井　静　児 ル・トーア東亜美容専門学校

田　中　志　典 NRB日本理容美容専門学校

雨　積　光　廣 関西美容専門学校

古　武　一　成 高津理容美容専門学校

辻　本　親　作 アイム近畿理容美容専門学校

菊　池　潤　一 グラムール美容専門学校

西　口　廣　員 小出美容専門学校

斉　藤　真　治 大阪ベルェベル美容専門学校

重　山　香　苗 堺女子短期大学美容生活文化学科美容文化コース

高　添　陽　一 理容美容専門学校西日本ヘアメイクカレッジ

佐　守　友　博 ヴェールルージュ美容専門学校

真　野　正　道 大阪ビューティーアート専門学校

兩　角　崇　志 桂make-upデザイン専門学校

小　澤　克　朗 大阪モード学園

高　添　陽　一 西日本ヘアメイクGraduateカレッジ

中　村　竜　二 ECCアーティスト美容専門学校

玉　野　良　一 アーデントビューティーカレッジ

森　　　眞太郎 大阪樟蔭女子大学学芸学部化粧ファッション学科美容コース

西　口　廣　員 小出美容専門学校大阪校

大　西　昌　宏 スタリアビューティーカレッジ大阪

鍛　　　貫　一 ロゼ＆ビューティー美容専門学院

宮　内　 ﾏｰﾁ豪 BEAUTY ARTS KOBE 日本高等美容専門学校

山　田　廣　美 神戸理容美容専門学校

半　田　一　朗 尼崎理容美容専門学校

山　本　丈　吉 姫路理容美容専門学校

斉　藤　真　治 神戸ベルェベル美容専門学校

本　田　順　子 アルファジャパン美容専門学校
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養　成　施　設　名

西　本　正　男 奈良理容美容専門学校

𠮷　井　眞　人 橿原美容専門学校

奥　田　桂　司 彩ビューティカレッジ

亀　井　都紀子 和歌山高等美容専門学校

山　本　文　子 ＩＢＷ美容専門学校

西　尾　達　也 鳥取県理容美容専門学校

池　淵　　　淳 松江理容美容専門大学校

井　田　貫　大 浜田ビューティーカレッジ

西　澤　幸　司 岡山県理容美容専門学校

西　﨑　　　誠 専門学校岡山ビューティモード

小土井　洋　二 専門学校倉敷ビューティーカレッジ

沖　田　元　恵 広島県東部美容専門学校

山　﨑　賢　治 広島県理容美容専門学校

土　井　みどり 専門学校マインド．ビューティーカレッジ

上　野　淳　次 広島美容専門学校

大　原　　　隆 広島ビューティー＆ブライダル専門学校

中　村　知恵子 下関理容美容専門学校

髙　野　節　子 山口県理容美容専門学校

井　本　浩　二 ＹＩＣビューティモード専門学校

櫛　田　宏　治 東亜大学芸術学部トータルビューティ学科

原　　　恒　子 専修学校徳島県美容学校

石　丸　憲　治 専門学校徳島穴吹カレッジ

川　原　　　陞 専修学校香川県美容学校

後　藤　良　二 専門学校穴吹ビューティカレッジ

大　森　利　夫 一般社団法人宇和島美容学校

今　井　保　記 東予理容美容専門学校

松　本　俊　文 愛媛県美容専門学校

河　原　成　紀 河原ビューティモード専門学校
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三　宮　豊　辰 高知理容美容専門学校

佐　竹　新　市 龍馬デザイン・ビューティ専門学校

小副川　浩　二 福岡理容美容専門学校

井手口　宥　公 福岡美容専門学校福岡校

大　村　陽之介 大村美容ファッション専門学校

古　賀　英　次 ハリウッドワールド美容専門学校

西　村　卓　郎 福岡南美容専門学校

西　田　真　紀 九州CTB理容美容専門学校

鞍　成　勝　子 飯塚理容美容専門学校

井手口　宥　公 福岡美容専門学校北九州校

岩　本　克　也 福岡ビューティーアート専門学校

林　　　宏　治 麻生美容専門学校

田　中　浩　一 福岡ベルエポック美容専門学校

田　中　　　智 福岡芸術高等学校

泉　　　和　子 アイ・ビービューティカレッジ

前　田　　　勝 エッジ国際美容専門学校

藤　村　萬里子 佐世保美容専門学校

石　川　黎　子 長崎県美容専門学校

加　藤　稔　子 九州美容専門学校

髙　野　勝　年 熊本高等理容学校

斉　藤　真　治 熊本ベルェベル美容専門学校

松　嶋　浩　明 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ

梅　野　直　房 八代実業専門学校

田　中　由　視 専門学校 明日香美容文化専門大学校

　
東　　　正　治 専修学校明星国際ビューティカレッジ

藤　井　昭　二 アンビシャス国際美容学校

山　川　　　浩 宮崎美容専門学校

川　越　宏　則 宮崎サザンビューティ専門学校
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寺　園　洋　行 鹿児島県理容美容専門学校

谷　上　　　司 鹿児島県美容専門学校

玉　利　太一朗 赤塚学園美容・デザイン専門学校

松　髙　全　一 鹿児島レディスカレッジ

吉　本　サワ子 中部美容専門学校

呉　屋　良　昭 琉美インターナショナルビューティカレッジ

石　川　正　一 大育理容美容専門学校

大　城　圭　永 専修学校ビューティーモードカレッジ

野　村　美　崎 沖縄ホテル観光専門学校

萩　原　知　子 沖縄ビューティーアート専門学校
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