ク。
ーはピン
ラ
カ
ー
キ
ステを
クのエク
ン
ピ
に
ベース
くさし、
「黒髪
ラーっぽ
。
カ
ー
ナ
イン
でカラー
ンピンク
ー
ト
イ
』の
はハ
フォリア
もう一方
の『ユー
マ
ラ
ド
て
海外TV
メージし
界観をイ
世
な
う
よ
た」
創りまし

Hair&Make

HIKARU さん
Keen吉祥寺店

高山美容専門学校
hikaruuun_

Photo／Toru Fujimura

3

副店長

NEWTONグループ
の アンテナ サ ロン・
Keen吉祥寺店の副
店 長。ハ イト ー ン、
ウルフ、シー ル エク
ステが得意。

Model／ヘーク恵利加、ASA

2

『モード×ラフに』
シャツ／ ADD。2万円くらい。Tシャツ／
コムデギャルソン。原宿で1万円。パンツ／
ユアセルフ。ネットの『ユアセルフ』
で２万円。
ベルト／ネオンサイン。１万円。スニーカー
／サカイ×ナイキ。ネットで２万円。

仕事で大切にしているもの
「美容師の命、ハサミ。 毎年磨いていい
ハサミでいい技術をお客様に提供します」

大事にしているもの

コーデのMYルール

『セットアップが 一番好き』

「漫画はこの２倍あります。少年漫画系が好きで
今は『鬼滅の刃 』
が好きです」

Qファッションのこだわり

A シルエッ
ト。
古着はあまり着ない。

セット ア ップ ／ サ ンシ ー。 新 宿 の
『ISETAN』で購入。シャツ／サンシー。
新宿の『ISETAN』で4万円。スニーカー
／ナイキ。 銀座の『ドーバーストリートマ
ーケット』
で２万2000円。ブレスレット／エ
ルメス。新宿の『ISETAN』
で購入。メガ
ネ／アヤメ。渋谷で購入。

Q 月の洋服代
A 1 ～ 5万円くらい。
Q 好きなテイスト
A ラフ。

エリアで随一と言われる技術 ·センス、
そして美容への熱意があるスタッフの中から、
注目のスタイリストをピックアップ !!
phot o／ Eisu ke Fu ku m oc h i

好きな時間
「Youtubeをみたり、音楽を聞いたり、ゲー
ムをしている時間が好きです。Yout ubeは
東海オンエア、ヒカル、エドなど。 音楽は
K- POPが好き」

小山 優 さん（36）
mellowman 店長
町田美容専門学校
mellow_japon

出身地
中学／ 高校の部活
趣味

東京都
サッカー／軽音部
旅行 、御 朱印 集め

Q.仕 事をするときのモットー

A.プロとして、お客様にウソをつかず、
その人の人生を豊かにする。
大事なのはリスペクトされること。

『カジュアル×ラフに』
パーカー／アーダーエラー。 韓国で
2万5000円。パンツ／ニードルス。
原宿の『ネペンテス』で２万1000
円。スニーカー／バレンシアガ。 新
宿で10万円。

Q.仕事をしていて一番嬉しかったこと

A.スタッフの技術、接客、人間力の成長！
１日１日、少しずつ進化している姿と
お客様から必要とされている姿！
Q.仕事をしていて一番悔しかったこと
A. 特に思いあたらないです。
Q.得意なスタイル

A.ショート、
パーマ。
Q.自分の武器

A. 真面目さ。
Q.今、美容師とはどんな仕事だと思いますか？

A. 美容師の働き方や環境も変わり、
選択肢も増えて面白い時代です。
美容師の価値を上げ、美容師になりたいと
思う人を増やし、
カッコいい憧れられる職業に
していくことに、タフにチャレンジを続けていく。
やりがいのある仕事です。
Q.恩人はいますか？

A. 恩師は佐久間社長。
Q.ライバルはいますか？
A.自分。

Q.これからどんな美容師を目指しますか？

A.クリエイションを磨いて、
若手とともに
トライし続ける美容師。

塩釜勇人 さん（33）
NEWTONトップディレクター、副店長
国際文化美容専門学校
gamacut

出身地
中学／高校の部活
趣味

国分寺校

仕事で大切にしているもの
「DEOSのシザーケース。2年程前に大切
な人から頂いたものです。また、愛する後
輩とお揃いのブランドでもあります！
！ お手
入れも欠かさずしています！
！」

東京都
サッカー
マンガ、Youtube

トップス／渋谷で４万円で購入。インナー／ア
クネ。新宿の『スーパーエーマーケット』で１万
5000円。パンツ／マルタンマルジェラ。原宿
で５万円くらい。スニーカー／ナイキ。銀座の
『ドーバーストリートマーケット』
で２万2000円。

Q.仕 事をするときのモットー

A.目の前のお客様にとって日本一、
世界 一の美容師ですと自信を

持って技術を提供し、接客をすること。

Q.仕事をしていて一番嬉しかったこと

A. 中途で会社に入って一からスタートして、

会社の一番になったこと。

Q.仕事をしていて一番悔しかったこと

『ゆるめで動きやすく』

好きな時間 「地元の友達とお酒を飲みながら、
いろいろと語り笑い合う時間」

A. 中途で会社に入ったときシャンプー練習からしたこと。
Q.得意なスタイル
A.ボブ。

コーデのMYルール

Q.自分の武器

A. 空気感。
ささいなことに気づく力。

Qファッションのこだわり
A モノトーン系。デザイナーの

Q.今、美容師とはどんな仕事だと思いますか？

A.お客様の人生を変える、
幸せにする仕事。
Q.恩人はいますか？
A.います。

Q.ライバルはいますか？
A. 美容師全員。

Q.これからどんな美容師を目指しますか？

大事にしているもの
「エルメスのシルバーブレスレット『シェーヌダンクル』、
メゾンマルジェラのフレグランス『レプリカ』、ロレックス
のサブマリーナ。全て思い出がつまっています!!」

こだわりを感じさせるアイテムが
好き。サイズ、バランス。
Q 月の洋服代
A 月によります。
Q 好きなテイスト
A 動きやすい。グランジ系。

A. 現状に満足しないで、
常に成長 · 進化して売れ続ける美容師。
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『海外girl』

仕事で大切に
しているもの

大坪菜々子さん（25）

トップス／ファッション
ノバ。ネットで5000
円。パンツ／ファッシ
ョンノバ。ネットで
5000円。スニーカー
／ノックウォル。ネット
の『エイソス』で1万
円。帽子／アーバン
アウトフィッターズ。

「スタイリストチェッ
クに受かった時に
店 長が 書いてくれ
た紙です！ 初心を
忘れないように今で
も持っています！」

keen吉祥寺 スタイリスト

日本美容専門学校
nanaco_ppg

出身地
中学／高校の部活
趣味

広島県
テニス／ダンス
K POP、Netflix

Q.仕 事をするときのモットー

A.お客様の好きな世界観
＋トレンドを混ぜたスタイルを造ること。
Q.仕事をしていて一番嬉しかったこと

A. 地方からもInstagra mを見てきてくれたこと。
Q.仕事をしていて一番悔しかったこと

大事に
しているもの
「ステラマッカート
ニーの 財 布。 社
員旅行のときにグ
アムで自分で５万
円くらいで買いまし
た！」

『トーンが暗めになる

『オールホワイト

ときはスカーフ、

和田早智 さん（26）

形がかわいいので

NEWTON スタイリスト

シンプルに』

国際文化理容美容専門学校
wasachi_ _

オーバーオール／ビッ
グマック。立川の『フ
リークスストア』で１万
3500円。ブラウス／
アングリッド。 立川で
9720円。スニーカー
／コンバース。 韓国
で9000円。

ピアスでポイントを！』

国分寺校

出身地

神奈川県

趣味

柴犬を見る、
アクセサリー（ハンドメイド）、
ポストカード集め

ベロアワンピース／古着。 立川の
『モーダ』で3000円。サーマル／ジ
ャーナルスタンダード。立川で購入。
トラックパンツ／ニードルス。原宿の
『ネペンテス』で2万5000円。シュ
ーズ／サロモン。ネットで１万円。ス
カーフ／古着。立川の『モーダ』で
500円。バングル＆リング／セルジ
ュ トラヴァル。 原宿でそれぞれ２万
円。バングル／サンシャイン リーブ
ス。新宿で２万円。

中学／高校の部活 バスケ／ 陸 上

Q.仕 事をするときのモットー

A. 落ち着く空間と丁寧な技術!!
＋おすすめスポットの話 。
Q.仕事をしていて一番嬉しかったこと

A.シンプルに「喜んでもらえたとき！」
。

A.目標を達成することができなかったこと。

Q.仕事をしていて一番悔しかったこと

Q.得意なスタイル

A. 常に反省しています。
。
。

A. 海外ガーリースタイル。

Q.得意なスタイル

Q.自分の武器

A.ウルフスタイル、
デザインカラー、
ニュアンスパーマ。

A. 海外girls、
ガーリー、
ストリート

いろんな系統のスタイルが作れる。

Q.自分の武器

Q.今、美容師とはどんな仕事だと思いますか？

A. 落ち着いた雰囲気なので、
誰とでも話せる
（と思っています）
。

A. 個々の技術、
スタイルをお客様に選ばれる。
Q.恩人はいますか？

Q.今、美容師とはどんな仕事だと思いますか？

A.います。

A.お客様の美意識を高める。
ファッションの一部を作る。

好きな時間

Q.ライバルはいますか？
A.います。

Q.これからどんな美容師を目指しますか？
A.お任せでオーダーしても必ずかわいくしてくれると、

センス、技術ともに信 頼される美容師。

「大好きな人たちと
会っている時。 専
門 学 校が 一 緒 の
友人です！」

Q.恩人はいますか？

A.アシスタント時代の先輩方。
たくさん
怒られたことが今につながっています。
Q.ライバルはいますか？

A. 今はいません。
自分をしっかり見つめ直す。
Q.これからどんな美容師を目指しますか？
A.トータルコーディネートできる美容師。

『シースルーのシャツが
ピンクのスケスケで

コーデのMYルール

かわいかったから、春は

Qファッションのこだわり
A フリークスストア』が好きで

よく行きます！ 古着もいろいろ
組み合わせて高く見えるように！

デニムであわせます』

Q 月の洋服代
A 2 ～ 5万円。

シースルーシャツ／ミルコベルトラ。
立 川 の『フリークスストア 』で1万
6000円。サーマル／ GU。1000円。
デニム／ GU。2500円。スニーカー
／コンバース。韓国で9000円。

仕事で大切に
しているもの

Q 好きなテイスト

A ナチュラル～大人っぽい感じ。
シンプルだけど変形しているもの。

仕事で大切に
しているもの

横山莉奈 さん（24）

「リアルお客様st y
le。インスタをみて
やってみたくなるよ
うな写真と仕上げを
こだわって撮ってい
る」

MARCiE スタイリスト

国際文化理容美容専門学校
rinatonton219

ゆるめなアレンジが好
きでスカーフ、ヘアピ
ンは大量に集めてま
す
服がシンプル
な時に必須です！

国分寺校

東京都
中学／ 高校の部活 バドミントン／バドミントン
カラオケ、Yout u beを観ること
趣味

『上をカラフルにして
シンプルすぎないように。
アクセはシンプルものを
多めに！』

出身地

大事に
しているもの

ジャケット／古着。 吉祥寺で3000
円。
インナー／古着。立川の
『モーダ』
で500円。デニム／古着。立川の
『モ
ーダ』で4000円。ブーツ／ローリーズ
ファーム。 立川で5000円。 時計／
ビームスボーイ。新宿で１万1000円。
バングル／ STYLE１と同じ。

Q.仕 事をするときのモットー

A.きてくれたお客様のことを、
来た時よりも知り、
笑顔になって帰ってもらう！

「keen吉祥寺のお
店のスタッフたち」

Q.仕事をしていて一番嬉しかったこと

A.そのお客様が経験したことがないスタイルを

提案して喜んでくれたこと。

Q.仕事をしていて一番悔しかったこと

A.自分に語彙力がなく、意 見や提案をうまく
説明できなかった。

好きな時間
「 友達とリフレッ
シュする時間」

『No Theme』
コーデのMYルール
Qファッションのこだわり
A ぴったりしたシルエットの

アイテムは必ず入れる。
Q 月の洋服代
A 5万円くらい。
Q 好きなテイスト
A 海外girls。

デニムジャケット／プリティ
リトルシング。ネットで
7000円。デニムワンピー
ス／プリティリトルシング。
ネットで7000円。ブーツ
／ エモダ。 新 宿 で1万
5000円。ヘアピン／エイ
ソス。ネットで1200円。

Q.得意なスタイル
A.ナチュラル。

大事に
しているもの
金属アレルギーな
のでシルバーアク
セサリーとかピアス
もハンドメイドするよ
うになってから、ハ
マってます！
！

コーデのMYルール
Qファッションのこだわり
A 絶対色を入れて!!

アクセサリー必須 !! レイヤード
するようにしています！

Q.自分の武器

Q 月の洋服代
A１～２万円。

A.どんな方とも話せます。
Q.今、美容師とはどんな仕事だと思いますか？

A.その人にとって、月一度くらいの癒しを
与えられる仕事です！
Q.恩人はいますか？

A.自分の周りにいて、関わってくれた人すべて

に恩を感じるので、恩人はみんなです。
Q.ライバルはいますか？

A. 周りの美容師みんな！
（笑）
ですかね。

好きな時間
地元が自然いっぱ
いだったのと、 休
日はリラックスした
いので旅行先など
自然にふれあいに
いくことが多いです

Q 好きなテイスト

A ビームスのスタッフの
@ mayuria a daaさんと
@im.chio32さんをお手本に
しています。個性のある
ファッション !! レイヤードを
頑張りたい2020年です!!（笑）

Q.これからどんな美容師を目指しますか？

A. 担当させていただいたお客様のおしゃれを
お手伝いできるような美容師。
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塩釜勇人さん（33）

シミズ ナナさん（27）

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

ハリウッド美容専門学校
nanaanchu

gamacut

mellowman

メロウマン

流 行 の たっぷ りウェー ブ で
ボ ヘミア ン ガ ー ル
表面にレイヤーを入れた重めのボブス
タイル。スパイラルパーマで立体感とボ
リュームをだした。カラーはダークブルー
で弾むツヤ感を演出。

mode l ：シミズ エリ

笹川美帆 さん（23）
国際文化理容美容専門学校
国分寺校
emme_miho

emme

エミィ

イ ン ナ ー カ ラ ー が ア ク セ ント
エ アリー な ボ ブ スタイル
レイヤーでエアリーな動きを作ったボブ
スタイル。インナーカラーにクリーミーベ
ージュを入れて、抜け感を出し、
おしゃれ
な印象に仕上げた。

mode l ：緑川春香

9

NEWTON

ニュートン

クセ毛 風 パ ーマは
透 明 感カラーで 抜け感プラス
重さを残したロングレイヤースタイル。外
国人のクセ毛 風ウェーブはデジタルパ
ーマで作った。透明感のある暗カラーで
自毛を装いつつ軽く見せた。

mode l ：sara

Ph ot o／Toru Fujimura Report &Text／Kaori Miyaza ki

8

Neon by Newton

Chord seventh

コード セブンス

ネオン バ イ ニュートン

池田咲乃さん（21）

清水義雄 さん（38）

山野美容芸術短期大学

九州美容専門学校

sakino__ikd

yoshio_shimizu

佐々田広大 さん（36）
国際文化理容美容専門学校
国分寺校
chord_sasada

神保 輝 さん（30）
早稲田美容専門学校
jakira_newton

ピ ン ク ベ ー ジ ュと
毛 先 カ ー ル で フ ェミ ニ ン に

外 国 人 セレ ブ の
カ ジュア ル スタイ ル

切りっぱなしのワンレンボブにトップの
みレイヤーで動きを作った。毛先と表
面のみワンカールパーマをオン。カラー
はピンクベージュ。

レイヤーをたっぷり入れたミディアム
ヘア。ハイブリーチ＆トリプルカラーで
プラチナムブロンドカラーに。外国
人セレブをイメージした。
mode l ：原田ゆきか

mode l ：山田由林

MARCiE

Keen 吉祥寺店

マーシィ

D'na

キ ーン 吉祥寺店

BAROQUE

ディー ナ

バロック

横山莉奈 さん（24）
国際文化理容美容専門学校
国分寺校
rinatonton 219

HIKARU さん（27）

ふ ん わりカ ジュア ル に
動 く 毛 先 で キ ュ ート に
空気感がポイントのショートボブスタ
イル。外ハネをミックスして動きのあ
るスタイリングにし、
セミウエットな質
感でツヤ感を出した。

高山美容専門学校
hikaruuun_

mode l ：オガワナツミ

顔まわりのシ ー ス ル ー 感 が
ダ ー クト ー ン を お し ゃ れ に
表 面のみ軽くレイヤーを入れたロン
グのワンレンスタイル。顔まわりをシ
ースルーベースにすることで柔らかさ
と遊びをプラスした。

mode l ：タケダミナ

Keen 立川 店

RAYS

キ ーン 立川 店

レイズ

高橋芙裕美 さん（26）

杉山春花 さん（25）

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

ハリウッド美容専門学校

fuyutaaaam

sugimaruuuu

ニュア ン ス カ ー ル で
大 人 め ボ ブ スタイル

ハ イト ー ン ×ワ ン レ ン で
芯 の 強 さを 感じ る 女 性 に

アイロンでニュアンスをつけつつも、
プ
ツッとしたラインで甘すぎない大人ボブ
に。表 面はグレージュ、インナーはベ
ージュカラーをオン。

顔まわりのおくれ毛をアイロンで巻
いて柔らかさを出したワンレンボブ。
ハイトーンのミルクティベージュでカ
ッコいい女の子をイメージ。
mode l ：タカトクマホ

11

レ イヤ ー 多 め だ から
黒 髪でも軽やかに

顔 ま わ り の お くれ 毛 を
流し て 韓 国 風 ヘ ア に

顔まわりを切り込んだロングレイヤー
スタイル。黒髪でも動きがあり、軽く
見えるようにたっぷりレイヤーを入れ
たのがポイント。
mode l ：イシダミヅキ

顔まわりに動きが出るようにレイヤー
を入れたミディアムボブ。顔まわりの
動きと、ダークなモカブランでツヤ髪
オルチャンヘアに。
mode l ：SAYO

mode l ：岩瀬栞釆

10

宇南山和哉 さん（28）

須崎真理弥 さん（21）

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

kzy0927

_suzamari_

Chord seventh

コ ード セブンス

ウ ェット ス タ イリ ン グ で
大 人 ハ ン サ ム シ ョ ート
アッシュベージュをベースにハイライト
で立体感を出したスタイル。ウェットな
質感にして大人っぽいショートボブスタ
イルに仕上げた。

mode l ：もんぎ

Chord

コ ード

外 ハ ネ が キ ュ ート な
ハ イト ー ン シ ョ ート
ひし形を意識したショートレイヤースタ
イル。ブリーチ後にパープルベージュを
入れて黄色みを消したので、色落ちも
楽しめるカラーに仕上げた。

D'na

mode l ：izumi

ディーナ

ね じ り 巻 き×ウ ェット で
色 っぽ ナ チュラ ル ヘ ア に
表面のレイヤーとスライドカットで軽さを
出したワンレンスタイル。
ミルクティアッ
シュで陰影をつけ、甘めだけどカッコよく
て色気のある女性に。

大貫誠也さん（28）
国際文化理容美容専門学校
国分寺校
seiya_oonuki
mode l ：ティナ
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ヘアデザインが好きで！
ファッションも好きで!!

ph o t o/ Eis u ke Fu kum och i

須崎真理弥さん（21）

川本 廉さん（22）

小岩井美希さん（25）

市川 駿さん（22）

Chord seventh アシスタント

mellowman アシスタント

D'na スタイリスト

NEWTON アシスタント

国際文化理容美容専門学校
国分寺校
_suzamari_

広島美容専門学校
ren_ren215

「春の訪れ」
カチューシャを使って
女の子っぽく。
［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル

ウエットな質感のセン
ターパートでエロさを
演出しています。

「全体をベージュと
ホワイトでまとめて
やわらかい雰囲気に
しました」

国際文化理容美容専門学校
国分寺校
mikki_milk

「タイダイ柄がかわいい！
ワンピース異素材が
ポイント！」

［ 使用スタイリング剤 ］

アリミノメン グリース

東京美容専門学校

アップバングで男感
アップ！

金髪でギャルっぽくな
らないようストレート
で。ワンピースに合
わせてモードに。

［ 使用スタイリング剤 ］

オーシャントリコ

［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル

ワンピース／トーガプル
ラ。原宿の『トーガ原宿 』
で3万円。シューズ／トー
ガプルラ。彼氏からのプレ
ゼント。️
ソックス／ザラ。渋
谷で2000円。

ロングスリーブ／古着。
原 宿 の『 西 海 岸 』で
1900円。
ビスチェ／古
着。原宿の『KINJI』で
990円。スカート／古
着。下北沢の『ニュー
ヨークジョー』で2300
円。シューズ／ビーム
ス。二 子 玉 川で1 万
6000円。スカーフ／古
着。下北沢の『マバタ
キ』
で990円。

「オーバーサイズの
ダメージトレーナーで
ゆるく」

ニットベスト／ストゥディオ
ズ。原宿で１万5000円。
シャツ／トワロニエ。渋
谷の『ワレモコウ』で１万
9000円。パンツ／古着。
高円寺の『 黒ベンツ』で
6000円。スニーカー／ザ
ラ。立川で１万円。

トレーナー／キンプスワー
ルド。原宿で１万50 00
円 。インナーのカットソ
ー／ ベルシュカ。渋 谷
で3 00 0 円 。パンツ／
H & M 。3 0 0 0 円 。スニ
ーカー／ナイキ。ネットで
３万円。

「シンプルだけど
変形ニットで
動きを出す」

「小学 生 」

顔まわりを巻くのと
ヘアピンを使ってア
レンジ。
［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル

「春っぽいカラーで
統一感を出して、周りと
かぶらないシャツで
違いを出しました」
ナチュラルな雰囲気
を作りたくて、直 毛
に軽く動きをつけま
した。
［ 使用スタイリング剤 ］

アリミノメンハードミルク

時短でカッコいい無
造作ヘア。

ニットがミドリだった
ので、タイトにまとめ
ました。リボンを甘く
ならないように。

［ 使用スタイリング剤 ］

オーシャントリコ

［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル

「ブラックコーデに
挿し色として存在感
のあるモアテン！」

ワンピース／古着。セブ
島で75ペソ。
タートルネッ
ク／GU。新宿で990円。
スニーカー／コンバース。
もらいもの。
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シャツ／サンシー。渋谷の
『ワレモコウ』で3万円。
Tシャツ／ユニクロ。立川
で1000円。パンツ／ア
クネストゥディオズ。青山
で４万円。スニーカー／
STYLE1と同じ。

ワンピース／古着。下北
沢で2万円。ニット／パー
バーズ。
ネットで3万円。
ブ
ーツ／ドクターマーチン。
渋谷で3万円。

パーカー／古着。もらい
もの。パンツ／STYLE1
と同じ。スニーカー ／
STYLE1と同じ。
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高橋大樹さん（32）

岩崎咲良さん（23）

Emme 店長トップディレクター

mellowman スタイリスト

鈴木美久さん（29）

横浜理容美容専門学校
h29522

襟にボリュームが
あるので髪はスッ
キリ！カジュアルさ
をプラスしました。

田畑玖音さん（21）
前髪をパッツンに
しているので、ナ
チュラルさを出す
ようにしました。

BAROQUE ディレクター

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
miku.88_newton

［ 使用スタイリング剤 ］

［ 使用スタイリング剤 ］

ニゼルのムースとトレ
イスワックス

オーセンティックオイル

特にテーマはありま
せん。

emme アシスタント

アミューズ美容専門学校
__eleking _ _

ショートバングをね
じってゆるく止め
て、ちょっと大人っ
ぽく。

［ 使用スタイリング剤 ］

プレジュームワックス

国際文化理容美容専門学校
国分寺校
saku__chan__

「１枚でさらっと着れる
キャミワンピと
素材がかわいい
シアーハイネック」

前髪アップ。
［ 使用スタイリング剤 ］

クックグリース

［ 使用スタイリング剤 ］

［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル

ニゼルのムース

「色をふんだんに使い
ながらもまとまりが
出るように同系色で
合わせました」

「メンズサイズのシャ
ツをベルトで締める
のが好きです。 ボー
イッシュになりすぎな
いよう大人っぽく」

「爽やかに」

コート／オーラリー。ネットで8万円。
パンツ／スティーブンアラン。ネット
で1万7000円。
ブーツ／メゾンマル
ジェラ。銀座で13万円。メガネ／オ
リバーピープルズ。3万円。

シャツ／古着。吉祥寺の『江森商店』
で9000円。パンツ／
カスタネ。立川で6000円。パンツ／古着。吉祥寺の
『オルフ
ェオ』
で8000円。
スニーカー／コンバース。立川で購入。

佐藤彩美さん（26）
「セットアップだけど
カチッとし過ぎないように、
中はおじさんの
プリントTシャツ！」

高山美容専門学校
ayami_newton

前 髪や 顔まわりを
生毛っぽい後毛と
して出す。 抜け感
と少しのあざと感を
演出。

［ 使用スタイリング剤 ］

エリートポマード

シャツ／ H & M 。
京都で3000円。
タートルネック／
ヘインズ。もらい
もの。パンツ／フ
ーズフー。もらい
もの。スニーカー
／プーマ。原宿の
『 アトモス 』で2
万4000円。

シャツ／ユニクロ。新宿で3000円。パンツ／オープニン
グセレモニー。渋谷で１万8000円。スニーカー／アディダ
ス。京都の
『ABCマート』
で１万1000円。
メガネ／ヨウジヤ
マモト。京都で５万5000円。

有賀理沙さん（24）

keen立川 スタイリスト

テーマは特にありま
せん。

サテンキャミワンピ
／ミスティック。立川
で7150円。ハイネ
ックプルオーバー／
ミスティック。立 川
で3080円。ギャザ
ーバレエシューズ／
ミスティック。立 川
で8800円。

「黒い色で統一した
ところに花柄をさして
重くならないように」

「かわいく、でも
かわいすぎない
ようにパンツで！」
シャツ／ドット＆ストラ
イプス チャイルドウー
マン。立川で１万円。
カーディガン／ドット
＆ストライプス チャ
イルドウーマン。立川
で１万2000円。パン
ツ／古着。下北沢で
6000円。スニーカー
／STYLE1と同じ。

［ 使用スタイリング剤 ］

mmオイルモイスト、
mmバター

前髪の根元をコテで
しっかり立ち上げて、
巻き髪はがっつりほぐ
すのがポイントです。

HONEY by chord スタイリスト

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
aruchan.jp

全体的にゆるく、顔
まわりだけは強く巻
く。左右違う色のピ
ンで留めるだけの
簡単アレンジです。

男前すぎないように
巻き下ろし。26 ㎜
のコテでウィービー
風に巻きました。

［ 使用スタイリング剤 ］

N.オイル、
ニゼルトレイ
スワックス

［ 使用スタイリング剤 ］

顔まわりと前髪を強
く巻きます。 後ろは
ゆるく編み込み、リ
ボン結びをせずに抜
け感を出しました。
［ 使用スタイリング剤 ］

mmオイルモイスト、
mmバター

「2020春を意識して
今季トレンドの
アースカラーのパンツ
を取り入れました」

「 足元は淡い色でそろえず、
黒で引きしめました」

N.オイル、
ニゼルトレイ
スワックス

洋 服の雰 囲 気に合
わせてやわらかいおく
れ 毛を出しました。
前髪はねじって止め
るだけの簡単アレン
ジです！
［ 使用スタイリング剤 ］

オーセンティックオイル、
N.セラム

「カジュアルに」

「シンプルだけど
ほんの少し
変わった形」
「シャツは透ける
コットン生地で春らしく
涼しげな雰囲気を
意識しました」

カットソー／ユニクロ。
ネットで1900円。パ
ンツ／スティーブンア
ラン。
ネッ
トで1万7000
円。
スニーカー／コン
バース。ニューヨーク
で80ドル。サングラス
／モスコット。3万円。
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トップス／KBF。
立川で7000円。
パンツ ／ ユ ニク
ロ。立川で4000
円 。パンプス／
STYLE１と同じ。

セットアップ／ジーナシス。立川で１万7000円。
Tシャツ／ザラ。立川で3000円。パンプス／
KBF。立川で１万円。

シャツ／ジャーナ
ルスタンダード。
1万円。Tシャツ
／古着。下北沢
で購 入 。サンダ
ル／STYLE1と
同じ。

ブラウス／KBF。立川で8000円。ジャンパースカート／
グラミチ。
『ビームス』で１万60 00円。シアートップス／
5000円。サンダル／ドクターマーチン。2万円。

プルオーバー／アーカイブス。
立川で4950円。
シャツチュニッ
ク／ダブルクローゼット。ネット
で5390円。
フレアパンツ／ミス
ティック。立川で7150円。バレ
エシューズ／STYLE1と同じ。
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川島玲央名さん（28）

keen吉祥寺店 店長

08

山﨑杏華さん（22）

Chord seventh アシスタント

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

05

豊泉優美子さん（33）
NEWTON 店長

日本美容専門学校

reoooona_newton

01

若槻真由美さん（25）

MARCiE スタイリスト

国際文化理容美容専門学校 渋谷校

__kyongram__

08

新潟理容美容専門学校

104izumi_newton

佐藤優美さん（28）
Matie 店長 アイリスト

05

窪田理容美容専門学校

RAYS 店長

01

住田美容専門学校

matie0

mayumi_wakatsuki

金本潤さん（38）
kanemotojun、rayshair_kj

長年好きですスヌーピー

セルフネイルでリフレッシュ

スポーツ観戦！
！

NEWTONツーリングチーム

ハマりやすい性格で、その中でもいちばん長
くハマっているスヌーピー。今では周りからも
認知されていて、写真のコレクションも半分
以上がプレゼントです。

ネイルが好きで最近はセルフネイルをするよ
うになりました。季節や気分によって色味を
変えたり、大好きなラメをいっぱいのせたり…
自分で好きなデザインができるのが◎

ルールはなんとなくしか分からないです
が会 場の雰 囲 気の中でお酒を飲むの
が楽しくて大好きです！野球も行きます！

愛 車 の C B 4 0 0スーパ ーフォアと。
NEWTONのツーリング好きと行っ
た山中湖へのツーリング中、壮大な
富士山をバックにパチリ！ 自然の中
を走るのは最高に気持ち良いです！

杉山春花さん（25）

RAYS スタイリスト

おしゃれな
ドライフラワー

かわいいゴルフ
アイテム

インテリアが好きでド
ライフラワーを集めて
います。色 味や花 瓶
など空 間 のトータル
バランスを考えながら
コーディネートするの
が楽しいです。

25歳からやっていて、
最 近 急にハマり出し
たゴルフ。テンション
があがるかわいいア
イテムを集めていま
す。いちばんのお気
に入りは、
ドラえもん
のヘッドカバーです

09

久光翔平さん（27）
keen立川店 副店長

ハリウッド美容専門学校

02

馬場陽子さん（33）
Chord アシスタント

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

sugimaruuuu

09

則井裕美子さん（38）
D’na ディレクター

高山美容専門学校

hisa32s

02

窪田理容美容専門学校
ymk628

『STARWARS』
グッズ
昔から好きな映画で、新作が公開されるたび
にグッズを買ってしまいます。先日買ったプラ
モデルのダースベイダーを組み立てるのが
今は楽しみです。

ポムポムプリン
大集合！

スケボー
はじめました

コレクション

まるまるしたフォル
ムが大 好き！グッズ
はもちろんSNSの
スタンプや、スマホ
にもシールをはった
りと、常に目につく
ところに散りばめて
癒されてます♡

去年の5月からスケボ
ーに挑戦中。ずっとや
りたいと思っていて、
息子にやらせるふりを
して私が 始めたので
すが、思っていた以上
に難しい！下 手くそで
すがenjoyしてます。

NEWTONスタッフの
おしゃれからマニアックな
好きなモノまで集めました！

草川紋乃さん（21）

mellowman アシスタント

10

長野理容美容専門学校

池田大輝さん（22）
NEWTON アシスタント

06

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

早川哲平さん（35）

HONEY by chord 店長

03

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

ike_cuts

小さい頃からお菓子
作りが大 好きで、イ
ベントでは必ず作り
ます。最近はふわっ
ふわのシフォンケー
キを極めることに夢
中♡ 美味しく食べ
てもらえたときが 何
よりも幸せ！

アウトドアやクリエイティブな
趣味多数！

樋口拓也さん（35）

D'na 副店長

10

アポロ美容理容専門学校

honeybychord

お菓子作りは
子どものときから

趣味

青木優美さん（24）

NEWTON jr.スタイリスト

06

住田美容専門学校
umi_1124

higuchi_hair_dna

清水義雄さん（38）
D'na 店長

03

九州美容専門学校

yoshio_shimizu

大好きなアイドルのグッズ

長く愛用できる靴

Camp Life

バギーにハマった！

山を愛し、 山に愛された男

コンサートうちわは最低でも２枚、ぬいぐるみ
などの限定グッズも欠かさず買います。実家
にはデビュー曲からのCDやポスター、写真な
どが大量にあります！

靴が好きでついつい買っちゃいます。
キャンバスや革、特にスエードの経年
変化が大好きで、良き具合に変化して
くのを楽しみながら履いています。

キャンプが趣味です。行く先々で地元
野菜や名産などを食べたりしながら、新
しい発見や普段できないこと、壮大な自
然や景色を見に行くのが楽しみです。

2連休があると遠出をして楽しいスポッ
ト巡りをしています。最近は伊豆で出
会ったバギーが楽しかったので、
これか
ら極めていきたいと思っています。

登山にハマること3年。こちらは中央ア
ルプスの木曽駒ヶ岳から宝剣山にか
けて縦走途中の１枚。雪を纏う山がカ
ッコよくてシビれます。

『青春ブタ野郎は
バニーガール先輩の
夢を見ない』
グッズ
ちょっとふざけたアニメ
のタイトルだなと思いな
がら観たら、すごく感動
してハマってしまいまし
た。休日に集めたグッズ
を整理するのが、至福
のときです。

志村美優さん（21）

D'na アシスタント

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
___miuu23
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11

上野愛さん（29）

BAROQUE スタイリスト

07

日本美容専門学校
ai.ueno

胸キュン少女漫画

厳選した帽子たち

母の影 響で昔から少 女 漫 画が
好き。休日は必ず本屋さんに行
っていたらこんなに集まっちゃい
ました。表紙の男の子がイケメン
だったら100%買ってしまいます！

断捨離してしまい数は少ないのですが、帽子
が大好き。かぶるだけで全然雰囲気がかわっ
たり、ちょっとおしゃれに見えたりするので、私
のファッションには欠かせません。

野村亜美さん（28）
MARCiE 副店長

04

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
03ami25

『ハリーポッター』
シリーズ全巻
もともと小説が好きでよく読むのですが、小さ
い頃から夢中なったシリーズで、今でも読み
続けている作品のひとつ。魔法がテーマなの
で、現実ではありえない世界観が好きです。

内藤忍さん（29）

Neon by Newton 副店長

11

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
shinoboo_neon

高橋香帆さん（21）

BAROQUE アシスタント

07

高崎ビューティモード専門学校
kaho__takahashi

加藤由利子さん（29）

HONEY by chord スタイリスト

04

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
x__yuriko__x

スイーツ作る系男

料理が大好き

旅行大好き♡

お休みの日に趣味でお菓子作りをしていま
す。パイやタルトなど、ホールの大きな焼き菓
子を作ることが多いです。食べたいと思った
ものができたときの喜びが大きいです。

趣味は料理です。アプリでレシピを見ながら
自分の食べたい物を作るのが楽しいです。最
近はアボカド料理にハマっています。キッチ
ン道具を赤で揃えるのもこだわり♪

旅行が好きで様々な場所に行きます。こ
れはバリの海。まだまだ行ったことのな
い場所や、見たことがないい景色がたく
さんあるので、たくさん行きたいです！
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河村史裕

さん（21）
BAROQUEアシスタント

テーマ「特になし」

高橋優理さん（21）

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

トップス／古着。もら
いもの 。インナー／
H&M。1500円。パン
ツ／GU。2000円。
スニーカー／ 古 着 。
地元で1800円。

テーマ「チェック!!」

BAROQUEアシスタント 羽織り／古着。原宿の『パナマボーイ』で
4000円。
シャツ／古着。下北沢で500円。
資生堂美容技術専門学校
レギンスパンツ／ビームス。アウトレットで
__mochi9
2000円くらい。シューズ／ドクターマーチ
ン。柏の
『ドクターマーチン』
で２万円

3u.gram_

河津一貴さん（35）

古屋花織さん（22）

BAROQUE
店長トップスタイリスト

熊本べルェベル美容専門学校

テーマ
「made in japanと
古着のMIX」

白鳥翔平さん（24）

資生堂美容技術専門学校
writu17

Chordアシスタント

アポロ美容理容専門学校

keen立川ジュニアスタイリスト

テーマ「WOODEN DOLL」

m12_02k

窪田理容美容専門学校

コート／古着。代官山の『ジ
ャンヌバレ』
で１万5000円。
パーカー／ファクトリエ。銀座
の
『ファクトリエ』
で１万8000
円。パンツ／ローパワー。熊
本の『SL』で２万5000円。
スニーカー／プラス。熊本の
『ドルフィン』
で２万円。

D’naアシスタント

小町愛美さん（22）

zunkawa_newton

シャツ／ 古 着 。渋 谷の『ニューヨークジョ
ー』で4500円。スカート／H&M。渋谷の
『 H&M 』で4000円。シューズ／トーキョー
ボッパー。原宿の
『トーキョーボッパー』
で１万
9000円。
ソックス／ファリーントーキョー。原
宿の
『ファリーントーキョー』
で1000円。

テーマ「大きめ！」

shohe1026

スウエット／古着。
『セカンドスト
リート』で1900円。パンツ／ネ
ットの『ショップリスト』で2900
円。バッグ／ナナ-ナナ。ネットの
『ナナ-ナナ』で7000円くらい。
スニーカー／コンバース。4000
円くらい。

伴晴奈

さん（21）
MARCiEアシスタント

テーマ「ベストのゴールデンベアがお気に入りです！」

コート／クティール。ネットで4980円。ベスト／古着。原宿
の『フラミンゴ』で4000円。パンツ／クティール。ネットで
3500円。
スカーフ／古着。原宿の
『フラミンゴ』
で1000円。

長野県松本理容美容専門学校
hey.runa.10

テーマ「ロシア系イメージ古着」

カーディガン／古着。原宿の
『キンジ』で2000円。ブラウ
ス／古着。下北沢の『フラミ
ンゴ』で5000円。スカート／
GU。立川で2000円。シュー
ズ／ザラ。立川で4000円。

大前恭子

さん（21）
NEWTONアシスタント

中野美容専門学校 名古屋校
o_shirokumakun312

テーマ
「白のリネン素材のトップス」
ワンピーストップス／ 古 着 。
立川の『セカンドストリート』で
500円。
トップス／古着。立川
の
『モーダ』
で2500円。パンツ
／GU。立川で1500円。

鈴木まどか

さん（21）
mellowmanアシスタント

コーデSNAP

東京美容専門学校
__madoka.s

テーマ「どうだ、釣りに行こう
！」

ベスト／ザラ。立川で1990円。シャツ／古着。
高田馬場の『たんぽぽはうす』で500円くらい。
パンツ／GU。2990円。
シューズ／ザラ。立川で
5990円。帽子／古着。高円寺で2300円くらい。

NEWTONスタッフの 50％以上が
古着を取り入れたコーデ支持。
個性と自己表現を
楽しんでいる着こなしを見て！
Photo／Eisuke Fukumochi

D’naアシスタント

谷島萌衣未さん（21）

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

NEWTONアシスタント

akari.tunke

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

テーマ
「外国人風スタイル」

moemi_am_i

テーマ
「素材感の違うアイテムを使いました。
コンバースの差し色で春っぽく」
シースルーシャツ／セレクトモカ。
ネットの
『セレク
トモカ』で5400円。Tシャツ／古着。パンツ／
古着。原宿の『フラミンゴ』
で購入。スニーカー
／古着。ネットの
『ZOZO USED』
で4000円。

竹尾優斗さん（22）

BAROQUEアシスタント

藤野杏里さん（22）

NEWTONアシスタント
国際文化理容美容専門学校
渋谷校
_agram

テーマ「令和レトロ」

ワンピース／KBF。新宿の
『KBF』のセールで2000
円。
シャツ／古着。高円寺
の『ガイジン』で3000円く
らい。スニーカー／コンバ
ース。韓国の
『コンバース』
で8000円。ポシェット／
古着。高円寺で4000円。
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国際文化理容美容専門学校 国分寺校
zhuwei3964

テーマ
「革靴が好きで若干モード感を
出し、
シャツのサイズでゆるさを
作りました」

ジャケット／古着。八王子の
『グレープ
フルーツムーン』
で4000円。
シャツ／
ナノユニヴァース。立川で7000円。
パンツ／古着。八王子の『グレープフ
ルーツムーン』
で3000円。
シューズ／
スコッチグレイン。立川の『トトファクス
ロイル』
で２万円。

清水あかりさん（22）

大北日向子さん（22）
keen吉祥寺アシスタント
ルトーア東亜美容専門学校
sushi_nights

テーマ「レザーのサロペットが
パンツだけどスカートに見えるように
なっていて細見えするのが好きです」
ジャージ／古着。アメ村で3500円くら
い。サロペット／古着。原宿の『パンク
ケイク』
で8000円くらい。スニーカー／
ベルシュカ。渋谷で8000円くらい。

ワンピース／古着。町田の『ト
ップ オブ ザ ヒル』で9000
円 。タートルネック／ユニク
ロ。橋本で1500円。パンツ／
ユニクロ。橋本で3500円。ス
ニーカー／コンバース。橋本
で5000円。

笹川美帆さん（23）
emmeスタイリスト

国際文化理容美容専門学校
国分寺校
emme_miho

滝田拳史さん（27）
keen吉祥寺スタイリスト

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
kj_tkt

テーマ「デニムセットアップ風にして、
その
『青』
とスニーカーの
『赤』
で、
大好きなF.C.TOKYOカラーに」
アウター／古着。高円寺の
『セカンドストリー
ト』で3500円。パーカー／GU。吉祥寺で
2000円。パンツ／古着。下北沢の
『セカン
ドストリート』
で3000円。スニーカー／バン
ズ。新宿の
『モンキータイム』
でで6000円。

テーマ
「春に向けて☆春のワンピース」
キャミワンピース／古着。立川の
『セカンドストリート』で2300円。
ト
ップス／古着。下北沢の『ニュー
ヨークジョー』で1500円。デニム
／古着。吉祥寺の『オルフェオ』
で
4000円。サンダル／シャカ×フリー
クスストア。立川の『フリークススト
ア』
で1万780円。
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佐藤立男さん（33）

久保田真臣さん（29）

相川愛実さん（24）

山野美容専門学校

日本美容専門学校

HONEY by chord 副店長

mellowman副店長
トップスタイリスト
タカラ美容専門学校

Keen吉祥寺スタイリスト
manamii_a

k.masaomi

tateo_toto_sato_marcie

ワンピース／ザラ。新宿
の
『ザラ』
で4000円。ニ
ット／ダブレット。銀座の
『ドーバーストリートマー
ケット』
で４万5000円。
インナーの Tシャツ／
ユニクロU。吉祥寺で
900円。

金子美優さん（23）

お気に入り

keen吉祥寺アシスタント

（シューズ）

埼玉理容美容専門学校

「 大 人 っ ぽさとき
ちんと感が 一 発で
出 せる存 在 感 」オ
ールデン。ハワイの
『レザーソウル 』で
14万円。

mmmiyummm

お気に入り

お気に入り

（ブレスレット）

ジャケット＆ジレ／トゥモローランド。
立川で６万円。デニムパンツ／ラグ
＆ボーン。立川の
『トゥモローランド』
で２万5000円。ネクタイ＆スカーフ
／古着。下北沢で各1000円。

（シューズ）

「 大人っぽさがあるから」ボッテ
ガ。
『ISETAN』で３万3000円。

トップス／エストネーション。新
宿で1万3000円。パンツ／ビ
ューティ＆ユース。立川で１万
2000円。スニーカー／ナイキ。
新 宿の『エストネーション』で
１万5000円。

カーディガン／古着。下北沢の
『ニューヨーク
ジョー』
で1800円。パンツ／スピンズ。静岡
の
『東急スクエア』
で2500円。ベレー帽／バ
ーレスク。原宿で2000円。

刈谷英咲さん（22）

お気に入り
（トップス）

「デザインがかわいい」
H&M。原宿で1200円。

仙台理容美容専門学校

87_hne

keen吉祥寺副店長
高山美容専門学校
hikaruuun_

アイテム
コーデ S N A P

mellowman
アシスタント

中日美容専門学校

HIKARUさん（27）

インナー／原宿の『ナデ
ィア』で2000円。パンツ
／ 古 着 。原 宿で4 0 0 0
円。シューズ／古着。原
宿で4000円。

佐藤凌さん（22）

keen立川アシスタント

「なかなかないデザイン
なのに、
どんなファッショ
ンにも合うからです！
！
！」
エイティーズ 。ネットの
『 エッセ ンス 』で４ 万
2000円。

0_ryo

アウター／ジーヴィージーヴィー。新宿で
６万 円 。タートルネック／ザラ。立 川で
4000円。
ワンピース／ネットで2500円。

お気に入り

「これいいな！」と

お気に入り

お気に入り

（バッグ）

村上愛実さん（23）

ビビッとくるものありますよね？

大阪べルェベル美容専門学校

そんなファッションアイテムを

keen吉祥寺スタイリスト

（パンツ）

「ハート型ですが、黒のエ
ナメル 素 材なので 甘す
ぎなくていい感じ」シャル
ル シャトン。ネットのベイ
クルーズで7700円。

「ステッチの配色、バック
ポケットのフラッシャーデ
ザイン、ラインがいい」ダ
イリク。代官山の『 O 』で
３万2000円

bzk_nyu

披露してもらいました

新井田夏美さん（21）

市川晴奈さん（21）

国際ビューティファッション製菓大学校

窪田理容美容専門学校

MARCiEアシスタント
Tシャツ／ランデブー。新
宿の『 ルミネ』で5 7 0 0
円。パンツ／古着。高円
寺で6000円。
スニーカー
／アンブロ。韓国の通販
で1万5000円。

杉浦優香さん（21）

keen立川アシスタント
静岡県美容専門学校

ニットベスト／ダイリク。代
官山の『O』で3万3000
円 。ロンT ／ユニクロ。
立 川で2 0 0 0 円 。靴 ／
CT70。立川の『サンセッ
ト』
で1万5000円。

satsumaimo_n

お気に入り

馬門幸志郎さん（21）

「丈が短くて袖が長い
から形がかわいい」古
着。下北沢の『フラミ
ンゴ』で5500円。

HONEY by chordアシスタント

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

石田裕紀さん（30）

コーチジャケット／コムデギャルソ
ン。ネットで2万円。Tシャツ／ヴィ
ヴィアンウエストウッド。入間で１万
7000円。パンツ／ディッキーズ。立
川で5000円。スニーカー／Y-3。
新宿で3万3000円。ネックレス／
クロムハーツ。南青山で23万円。

D’naアシスタント
hrn.x.24

お気に入り
（バッグ）

「 他にないデザインだか
ら」いただきもの。

u_kunmh

（ジャケット）

（ブーツ）

「スクエアなフォル
ムとおしゃれに見え
る柄が気に入ってい
ます！」マウジー。立
川で1万7000円。

ニットベスト／ローリー
ズファーム。吉 祥 寺で
3000円。ワイドパンツ
／ベルシュカ。天王寺
で3000円。
ヒール／古
着。下北沢の『ニューヨ
ークジョー』
で2000円。

お気に入り
（腕時計）

「 デザインに一目惚れ」タ
グホイヤー。表参道の『タ
グホイヤー』で22万円。

お気に入り

（メタルスニーカー
サンダル）
「ゴツゴツしたメタルが主役に
なっていて存在感がかわいい
から」
トーガ プルラ。ネットで
６万円。

ワンピース／ローリーズファー
ム。立川で6000円。インナー
トップス／カスタネ。立 川で
4000円。ニット／カスタネ。
池袋で9000円。

Chord 副店長

国際文化理容美容専門学校
国分寺校

田中清乃さん（23）

yuuki_ishida

keen立川アシスタント
東京文化美容専門学校
kiyosta9ram

高橋美優さん（23）
Chordアシスタント

日本美容専門学校

3_____u_____3

ニットベスト／韓国で2000円。ロンT／ホ
リーホリー。ネットで1500円。スニーカー／
コンバース。
オンラインで9000円。

お気に入り
（リュック）

「レザーの質 感と、どん
なコーデにも合うデザイ
ンが◎」コーチ。アウトレ
ットで９万円。

お気に入り

土屋咲良さん（22）
keen立川アシスタント

シャツ／ドープス。ネット
で6 0 0 0 円 。パンツ／
A.P.C。アウトレットで2万
円。スニーカー／コーチ。
アウトレットで６万円。ハッ
ト／カシラ。原 宿で１万
2000円。
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お気に入り

（ニット）

「 春っぽいミドリがかわい
いから」カスタネ。立 川で
5300円。

お気に入り
（シャツ）

国際文化理容美容専門学校
国分寺校
sakuran_7

パンツ／スライ。立川で7000
円。Tシャツ／ザ ヴァージン
ズ 。ネットで7 0 0 0 円 。スニ
ーカー／コンバース。立川の
『ABCマート』
で5000円。

（レザーパンツ）

お気に入り

（カーディガン）
「形がかわいいのと、ショー
ト丈なのでスタイルよく見え
る！」スライ。立川で1万円。

デニム ／ G U 。新 宿 で
2000円。スニーカー／コ
ンバース。立川の『 ABC
マート』
で4700円。バッグ
／グッチ。ネットで2万円。

「ツルツルした質感と柄がかわ
いいです」古着。下北沢の『シ
カゴ』で5000円。

「レザーだけど裾を
ボタンで絞れるの
が特徴的で気に入
ってます！」フィグ＆
バイパー。渋 谷で
6500円。

ロンT／タイプオブパーソン。
5000円。パンツ／GU。池袋
で2000円。スニーカー／プー
マ。ネットで１万3000円。
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Stylist

emme

笹川美帆 さん（23）
国際文化理容美容専門学校
emme_miho

国分寺校

透明感とツヤ感が際立つアッシュベージュで上品
に見せたボブスタイル。ロートーンだけど柔らかさ
が出るので誰でも挑戦しやすいモテ系ヘア。

CO

LOR

A sh e
Beig
MODEL:Sayumi

Manager

MACiE

佐藤大介 さん（33）

横浜ビューティーアート専門学校
daisuk000e

根元を外してオーキッド
（紫）
カラーを塗布したショ
ートボブ。カットラインとの相互効果でモードな雰
囲気を醸し出すクールなデザインに。
Stylist

Keen 立川店

岡部莉菜 さん（26）
東京ビューティーアート専門学校

C

rina6210

O

L

OR

hid
Orc som
Blos

切りっぱなしボブをベースに、
アイロンでワンカール
させたスタイル。オレンジすぎないペールオレンジ
だから洋服にも肌にも馴染みやすい。

M O D E L : 山 下 ナ ナミ

C
O

LO

R

Pale
Orange
M O D E L : 中戸川

Photo／Toru Fujimura
Report&Text／Kaori Miyazaki
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Deputy Manager

HONEY by chord

久保田真臣 さん

（29）
山野美容専門学校
k.masaomi

外国人風のハイトーンのオレンジ
ベージュが春っぽいスタイル。顔ま
わりにレイヤーを入れてシルエット
をくびれさせたのがポイント。

Deputy Manager

C

O

emme

LO

石崎美優 さん

R

Orange
Beige

（25）

国際文化理容美容専門学校

M O D E L : テ イシェイラ ユミ

miyu_iszk

国分寺校

切りっぱなしのワンレンボブをベー
スに、
グレージュをオン。赤味を消し
て透明感をアップさせた暗髪で、
ナ
チュラルな大人のカジュアルヘアに。
CO

Deputy Manager

LOR

Greige

Neon by Newton

内藤忍 さん

（29）

国際文化理容美容専門学校
shinoboo-neon

国分寺校

ロングレイヤーがベース。中間から
毛先にしっかりハイライトを入れつ
つも、
コーラルベージュをかぶせる
ことで柔らかさをプラスした。

M O D E L : モモエ

CO

LO

Manager

RAYS

R

l
Cora e
g
i
Be

金本潤 さん

（38）
住田美容専門学校
kanemotojun

MODEL:福澤奈菜

波巻きウェーブでふわふわ感を演出
した切りっぱなしのボブスタイル。
ピ
ンクベージュをベースに、根元を暗
めにしたグラデーションで立体感を。
CO

LOR

Pink
Beige

STYLIST

Keen 吉祥寺店

大坪菜々子 さん

（25）

MODEL:渡辺優里

日本美容専門学校
nanaco_ppg

毛先に重さを残したロングレイヤー
スタイル。
ブルネットブラウンをベー
スに、
ランダムな太さのハイライト
でコントラストをつけた。

C

O
LO

R

High
light
M O D E L : マッコ ーレ エレ ナ
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26

Stylist

D'na

小岩井美希 さん

（25）

国際文化理容美容専門学校
mikki_milk

国分寺校

顔まわりにレイヤーを多めに入れ
てウルフ風に仕上げたミディアム
レイヤー。デジパでクセ毛風に見
せた。
カラーはオレンジブラウン。
Stylist

Chord

堀口舞 さん

国際文化理容美容専門学校
maaaixcoco

CO

L

（27）

国分寺校

ふんわり軽い印象になるようレイ
ヤーを入れたロングレイヤースタイ
ル。寒色すぎないグリーングレーで
おしゃれ感をアップさせた。

R

nge
Ora wn
Bro
MODEL:廣瀬桃

Stylist

COLOR

MODEL:荒木帆乃香

O

NEWTON

Gree
Grayn

和田早智 さん

（26）

国際文化理容美容専門学校
wasachi__

国分寺校

表面にレイヤーを入れて動きを出
したボブスタイル。柔らかく見える
グレージュにハイライトでニュアン
スをプラスしてふんわり見せた。

CO

O
R

MODEL:ayano

L

Beige

Director

BAROQUE

鈴木美久 さん

（29）

国際文化理容美容専門学校
miku.88_newton

国分寺校

Stylist

HONEY by chord

切りっぱなしのミディアムレイヤ
ーがベース。前髪の束感がポイン
ト。ネイビー×グレーで柔らかくて
艶っぽい印象に仕上げた。

有賀理沙 さん

（24）

国際文化理容美容専門学校
aruchan.jp

国分寺校

センターパートのショートバングが
ポイントのミディアムレイヤー。オリ
ーブとグレーをミックスして赤味を
消して透明感を出した。

COLOR

y
Nav y
Gra

CO

M O D E L : い ちょう
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LO

R

e
Oliv e
g
Bei

M O D E L : ツィーリス 舞
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城戸内麻那さん（22）

emmeアシスタント

08

武田美保さん（31）

keen立川店 スタイリスト

熊本ベルェベル美容専門学校

05

中島彩さん（33）

Chord トップデザイナー /店長

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

m.a.n.a.0116

01

佐々田広大さん（36）
Chord seventh 店長

東京ビューティアート専門学校

mih00914_newton

08

山崎浩さん（37）

BAROQUE エリアマネージャー

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

10aya28_newton

05

熊谷未来さん（22）

HONEY by chord アシスタント

chord_sasada

01

日本美容専門学校

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
hiroshi0222_newton

miku_kumagaii

憧れの内田さんとの１枚！

父からもらった
カメラ
人を撮るのが 好き
な私にと、父が使っ
ていたカメラをリメ
イクしてプレゼント
してくれました。その
思いが嬉しくて大切
に使っています。

今野明佳さん（37）

Chord トップデザイナー

気分はおとな☆

人間みたい…

もうすぐ2歳になる娘
は、私が言うこと、す
ることなんでも真似を
します。そんな娘がと
ってもとってもかわい
い毎日です♡

最近飼い始めたチワ
ックスのむぎです。飲
み終わった野 菜ジュ
ースのストローにかじ
りついている様子が、
まるで人 間みたいで
かわいくて思わず パ
シャリ。

09

再生回数
1万4千回以上!!
フォロワーさんがそ
こまで 多 くもな い
のに（ 笑 ）、なぜか
時々すごい数の再
生 や 保 存が つく僕
のインスタ……。お
かげさまで、初めま
してのお 客 様が 増
えました！

斉藤大河さん（23）

HONEY by chord アシスタント

真野美容専門学校

02

東京モード学園

美容師を目指す前は本気で野球に取
り組んでいました。これは夢だった甲子
園へ高3の最後の大会で出たときのも
の。今でも大切な思い出の宝物です。

宝物

斯波菜々子さん（22）

HONEY by chord アシスタント

09

角保奈那さん（21）

10

片山有希さん（34）
Chord デザイナー

広島美容専門学校

サーフラナイin Hawaii

韓国の弘大にあるアクセサリーショッ
プ。洞窟の中のような店内が日本には
あまりないつくりで、かわいかったです
♡ 地下には洋服もありプチプラな
のも良かったです♡

06

海老沼光子さん（32）

BAROQUE トップスタイリスト

03

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
miiiiiiitsuko

11

谷合貴志さん（31）

Chord Seventh デザイナー

アポロ美容理容専門学校

chiaki_amano

茨木知子さん（39）
Chord アシスタント

04

山野美容専門学校

七五三のお祝いのお礼に、
じ
ーじばーば宅へ遊びに行き、
歌をうたってあげているとこ
ろ。たくさんの両親の喜ぶ顔
が見られるのも、子どもたち
のおかげです。

鎌田苑子さん（21）

D'na アシスタント

吉田りかさん（23）

BAROQUE アシスタント

11

北日本ヘアスタイリストカレッジ
sono_24

03

名古屋美容専門学校
_yoshirii_

月１回のネイルが
楽しみ♡

武蔵野珈琲店
店内のレトロな内装
と、落ち着いた空気
感を感じるような雰
囲気が素敵でした！
甘すぎないプリンと
コーヒーの相性がと
てもよかったです。

手をたくさん使う美
容師でも、不意に見
たときに爪が綺麗だ
ったらいいなあと思
って、毎月ネイルし
ています。お客様と
のネイルトークもは
ずみます！

歌のプレゼント

娘はトーマス
大好きっ子

Chord seventh アシスタント
010718__

2歳の娘はヨーグルト
を1日3 回も食 べるく
らい大好き。ヨーグル
トを食 べている時が
いちばん幸せな顔を
するので 、私も幸 せ
な気持ちになります。

07

06

五十嵐祐未さん（21）

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

bb.x8oy

娘の幸せ笑顔

はじめての出 産を間
近に控えて、楽しみと
不安の毎日の中でこ
れだけは買う！と我が
子のために出産前の
最後の遠出で買った
お洋服です。着られな
くなっても捨てられま
せん♡

実家で飼い始めたチ
ワックスのてぃび。半
年前に長年飼ってい
たわんこが亡くなり、
悲しんでいた母も今
はこ の 仔 に 夢 中 で
す。この写真まだ3か
月の頃で、小さくてか
わいかったです！

10

たまたま通りかかって入った「dotcom
space Tokyo」は、フルーツトースト
が美味しくて、空間もお洒落で大好き
になりました。今では凄い人気で行列
が出来るように♪

かわいい娘に
かわいいお洋服

実家のわんこ

河原百合さん（21）

mellowman アシスタント

上京する前の最後の旅行でサ
プライズでもらった手紙です。今
までの写真なども入っててすご
く感動した大事な宝物です！

天野千秋さん（29）

社員旅行で、ずっと行きたかったハワ
イのサーフラナイへ♡ エッグベネデ
ィクトが最高に美味しいです！ピンクを
基調としたつくりと、海と繋がっている
景色も最高でした！

お気に入り写真

山野美容専門学校

一番好きなカフェ

keen ディレクター /統括店長

02

miwayama0401

韓国のアクセサリーショップ
「miromiro」

親友からの手紙

住田美容専門学校

mellowman 副店長 ディレクター

美容師さんならではの
おしゃれな写真が
いっぱい！

窪田理容美容専門学校

bob_pop7

鈴木美和さん（30）
山野美容芸術短期大学

かけがえのない、
あんなものやこんなもの

HONEY by chord アシスタント
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一緒にカフェ巡りをし
ている友だちが、ラン
チの後にサプライズ
で 誕 生日を祝ってく
れました。カフェ巡り
はゆっくり話せて美味
しいものに出 会える
ので楽しいです！

__nanaco

甲子園の土

調子のいいときは、1
歳 児とは思えない食
べっぷりでモリモリ食
べてくれる息子。たく
さん食べて大きくなっ
てほしいです。

cafeの
birthdayプレート

東京文化美容専門学校

t.a.i.g.a0918_newton

食いしん坊な息子

若 手 の 頃からのずっと憧 れの 内 田
さんを招き、B A R O Q U E でセミナ
ーをしていただきました。大 好きな
BAROQUEメンバーで写真を撮って
もらった最高の１コマ！

下田健太さん（24）

Chord seventh スタイリスト

07

国際文化理容美容専門学校 国分寺校
gomax074190

市川亜海さん（25）
Matie アイリスト

04

国際文化理容美容専門学校 渋谷校
matie0

yuha cafe

お客様からいただいたコスメ！

社員旅行in hawaii

カフェ巡りが好きで、インスタでおしゃれ
なカフェを探しています。こちらは西荻
窪の穴場カフェ。レコードが流れていて
落ち着いた居心地のいいカフェでした。

仲の良いお客 様から韓 国のお土 産で
頂いたコスメ。使い心地もしっとりしてい
て、かなり気に入っています！ 美容が好
きでお客様とよく情報交換しています。

社員旅行で初海外!! 海が好きなの
でhawaiiはどこに行っても映えてる
景色でした！ hula grillでサンセット
見ながらのディナーが最高でした！

娘は乗り物やトーマ
スが大好きなやんち
ゃ娘。仕事から帰る
と、できるだけ起き
ていてくれて1日の
出来事を一生懸命
話してくれます。

30

たくさん学べて
挑戦できるお店、
スタッフの仲が
本当にいい

な１日に密着！

アットホームで
ハイライトや
バレイヤージュなど
難しいデザインカラー
が得意なサロン

堀口 舞 さん（27）
Chord スタイリスト
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

なんとなくイメージはあるけど、美容師さんの１日って実際はどんなスケジュールなの？
スタイリストさんとアシスタントさんの１日に密着してみました！

の１日

高橋優理 さん（21）
BAROQUE アシスタント
資生堂美容技術専門学校

高橋美優 さん（23）
Chord アシスタント
日本美容専門学校

佐々田広大 さん（36）

下田健太 さん（24）

Chord seventh 店長
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

Chord seventh スタイリスト
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

最高のスタッフ、
最高のチーム、
人生を変えることが
できる場所、
うちはファミリー

起床

須崎真理弥さん

朝ごはん

起床

１日元気で働くためにも朝ごはんは
マスト。腸内環境を整えるためのヨ
ーグルトも欠かせません。

Chord seventh
アシスタント

小山 優 さん（36）

国際文化理容美容
専門学校卒
入社１年め

朝ごはん

今回はスタイル提案、
アレンジ×２コーデの
企画にも登場。
まりもっ
こりを集めている。

朝は食欲少なめ。
ビタミン
摂取のためにフルーツと
腹もちのよいヨーグルトを
食べることが多いです。

身じたく

メイク

その日の気温と気分でコーデ決
め。今日はお気に入りのデニムを
主役にしました。
メイクは韓国風。
15〜20分ぐらいで仕上げます。

毎日のメイク道具。M.A.C.のシャドウと
レブロンのチークがお気に入り。
メイク
とヘアセットあわせて40分ぐらいです。

mellowman 店長
町田美容専門学校

NEW TON
って
どんな店？

みんな明るくて
楽しい人ばかりで、
自分のなりたい夢を
かなえてくれる
お店

の１日

開店準備

タオルをたたんだり、セット面を片付けたり、 開店の１時間前に出勤し
掃除をしたり…。アシスタントで手分けしなが ます。今日はギリギリ！
ら手際よく行います。

美容師ってどんな仕事なんだろう？
NEWTONってどんなサロンなんだろうか？
スタッフのみなさんの生の声から見えてきた。

アシスト業務

さっそく得意のボブ
のお客様が。カット
では前髪や、顔まわ
りのデザインに特に
気をつけています。

韓国風カラーも得意！

カラーモデルの施術

ブログアップ

お客様により添って
なりたいを叶えてくれる、
会いに行きたくなる
美容室

ウチは専属ではなく、
状況をみながら複数
のスタイリストをアシストします。カラー、
パーマ、
ドライなど様々なことを学びます。

営業時間内でもモデルさんを入客するこ
とができるので、SNSなどを使って募集
します。緊張しますが楽しい時間です。

韓国風カラーはハイトーンでも傷ませずに、
ツヤを
出すことがポイント。ラベンダーグレージュ、
ブルー
ブラックなどが人気です。

営業終了

本日ラストの仕上げ♡

古屋花織 さん（22）

村上愛実 さん（23）

河村史裕さん（21）

Keen吉祥寺 アシスタント
大阪べルェベル美容専門学校

BAROQUE アシスタント
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

河津一貴 さん（35）
BAROQUE 店長
熊本べルェベル美容専門学校

石崎美優 さん（25）

33

売上の報告だけでなく、
１日の反省を
発表します。明日につなげるための
大切な時間です。

手順はもちろん、その
スタイルのどこがかわ
いいポイントなのかを
伝えています！またカッ
ト中の姿勢や距離感
などにも注目します。

カット練習
今はショートレイヤーを特訓中！ 練習は1時間半
〜2時間ぐらい行います。
帰宅

スキンケア＆ ヘアケア

横山莉奈さん（24）

emme 副店長
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

カット指 導
終礼

とにかく
仲がいい！
優しい！

施術の合間にブログやSNSで情報発信
をするのも仕事の一環。お客様の仕上が
りスタイルを撮影させていただくことも。

仕上げもカットと同
じく、顔まわりがか
わいくなることにこ
だわります。今はウ
エットすぎないツヤ
がトレンドです。

営業終了

D'na アシスタント
資生堂美容技術専門学校

得意なスタイルは韓国
風スタイル、
ボブ。愛称
はふゆたん、
ふゆみ。

カットのお客様来店！

朝礼

来 店したお 客 様
が、帰りまで気持
ちよくいてくださる
ためにもシャンプ
ーは大事。丁寧に
することを心がけ
ています。

樋口拓也 さん（35）

D'na アシスタント
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

国際文化理容美容
専門学校卒
スタイリスト歴 6年

スタッフが集まり、
そ
の日の目標を1 人
ずつ宣言します。み
んなの様子も分か
る大事な時間。

営業開始

シャンプー

D'na スタイリスト
アポロ美容理容専門学校

keen立川店
副店長

出勤

営業開始

志村美優 さん（21）

髙橋芙裕美 さん

夜ごはん

夜ごはん

お風呂に入ったらケアタイム。
ウエラの
「スムーズニングオイル」は香りも◎
スキンケアは無印良品を愛用中。

MARCiE スタイリスト
国際文化理容美容専門学校 国分寺校

池田咲乃 さん（21）

大坪菜々子さん（25）

大北日向子さん（22）

BAROQUE アシスタント
山野美容芸術短期大学

Keen吉祥寺 スタイリスト
日本美容専門学校

Keen吉祥寺 アシスタント
ルトーア東亜美容専門学校

実 家なのでママごは
ん。バランスのよい食
事がありがたいです。

帰宅

帰りが遅くても自炊します。メインのほ
か、
お味噌汁とごはんもしっかり食べて、
明日に備えます。

スキンケア

就寝

就寝

愛用スキンケアは「モイスティ
ーヌ」。半年でテカリやザラつき
が気にならなくなりました。
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HONEY by Chord

Neon by NEWTON

mellowman

Keen 立川

D’na

Ch ord の青梅線２店舗め。
『ヘルシー＆ビューティ』。別荘の
ようなくつろげる空間が特徴。

ヤングカジュアルがテーマ。国分寺にあり、学生からも幅広く
支持を受けている。

再現性、
デザイン性を高め、
リピート率No.1を目指す。マツエ
クとネイルも併設。

ハイトーン、
ブリーチカラーなどとんがったカラースタイルで人
気を集めるサロン。

立川駅北口。ハイトーン・バレイヤージュなどデザインカラー
に特化したサロン。

2008年10月にオープンにした1s t.サロン。コンセプトはカ
ジュアルモード。

東京都昭島市昭和町1-14 -19 大貫ビル1F
☎︎ 042-519 -6970

東京都国分寺市南町２-１７-５ 恵ビル２F

東京都立川市柴崎町2-6-3 まるごビル3F

東京都立川市柴崎町２-6 -3 まるごビル2 F

東京都立川市曙町１-１２-２２ 寿ビル1F

東京都立川市柴崎町３-５-２１ 井上ビル1F
☎ 042- 548 - 5070

☎︎ 042-313-8325

☎︎ 042-512 - 5794

あなたの本当のスタイルは

Keen 吉祥寺
ハイライト、ダブルカラーなどデザインカラーをベースに 、エッ
ジィなスタイルを提案。

そのスタイルを実現する

東京都武蔵野市吉祥寺本町１-12-9 リードシー吉祥寺ビルB1
☎︎ 042-220-8155

どのような
社内イベントも積極的!!

RAYS
トレンドスタイルをロープライスで提供。白基調の内装のスタ
イリッシュなサロン。照明にも注目。
東京都立川市 柴崎 町３-9 -7 多摩川実業ビル2 F
☎︎ 042 - 521- 2250

社員旅行やコンテストをはじ
め、社内の交流・活性化のた
めに行われるイベントも多彩。
Lecoの内田聡一郎さんを招
いてのセミナーも開催した。

☎ 042 - 512 - 9927

NEWTON
☎ 042 - 512-7621

なんですか、

BAROQUE

ために私たちにできることなら、

２番目のサロン。カジュアルモード＋フェミニンさを。内装にも
女性らしさをプラス。
東京都立川市柴崎町２-３-１８ 条 川ビル1F
☎ 042-548 -0380

お手伝いもします

『美容師の価値をあげる』

『スタッフが大事 』

『お客様のために』

自分がそうしてもらってきたからという
のがあります。カット料金をあげてもら
い、給料もすごくもらっていた。それ
をスタッフにもしてあげたいということ
です。スタッフは本人がなりたいような
美容師になってくれればいいんですが、
お客様と一緒に成長できる美容師にな
るといいなというのもありますので。20
代の時にお客様をつかんで、そのお客
様の変化や成長に合わせて自分も成
長していく。お金の面でも平均年収を
超えていけるように目指したいなと会社
のシステム作りや、将来的にもいい環
境を整えられるよう準備もしています。

お客様も大事ですが、
スタッフがこう働いて欲しいと
か、こうなって欲しいという気持ちも強いです。お店
を増やすことにしても、僕らがやりたいというより、
スタッフがこういうところで働きたいとか、こういう
風に活躍したいからというのが理由だったりしま
す。例えば Neonというお店はデビューができる場
として作ったお店ですし、keen 吉祥寺はお店とし
てはチャレンジですが、スタッフから「 死ぬほど働く
から」と懇願されて、それならと開店しました。そうい
う姿勢は、
とてもうれしかった。スタッフがスタイリス
トデビューしてくれるとうれしいし、所得が上がったり
するのがうれしい。だからスタッフに合わせて経営し
ているということだと思います。スタッフに合わせて
僕らが変わらないとならないと考えています。

会社の理念は、お客様を喜ばせる
ように、お客様のためにというの
が最大級です。例えばお客様が
来た時にはフロントにいないでド
アまでお出迎えに行く、例えばお
客様が雑誌のスタイルを求めた
ら、すぐその雑誌を買ってくる。と
にかく全員で接客しよう。誰かが
休んでも、あなたでもいいわとなる
ように。お客様が喜ぶことだったら
なんでもしていいと言っています。
なんのためにうちの会社があるの
か、これは創立当時にしっかり
作りました。

Chord
青梅 線小作駅 。真っ白な壁が通りでも際立つ、近辺にはな
いおしゃれサロン。
東京都羽村市小作台１-６-１ 福島ビル1F
☎ 042 - 578 - 4423

Chord seventh

MARCiE

リゾートホテルのような内装 、設備も豪華なサロン。
『美髪デ
ザイン』
を打ち出している。

若いスタッフがそろっている、
スタイルも雰囲気もナチュラル＆
カジュアルサロン。

東京都羽村市五ノ神４-14 -5 サンシティビル1F
☎︎ 042-555 -3650

『今あらためて美容師とは

河西博樹 さん

佐久間昭人さん

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

「相手に喜んでもらいたいと言う
気持ち。
それしかないです。自分が
これまで美容師を続けてこれた理
由はそれでしかないですから。
それ
とスタッフがいるということ。自分
を動かす原動力って、お客さんと
スタッフだけです」

「ちゃんとお客様のことを思える職
業だと思います。デビューして初め
て切ったお客様が、僕より上手い
先輩たちがいっぱいいる中で、
また
僕を指名してきてくれたことがありま
した。その時、
この人のためにもう
一つ新しいスタイルを切れるように
なってやろうって思えたんです。こ
れが自分の中の原点です」

取締役 副社長

emme
MARCiEの姉妹店で、2 019年11月にオープンしたグルー
プ最新サロン。
東京都立川市錦町２-2-3 今井ビル4F
☎︎ 042 -519 - 3 011
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どんな職業だと思いますか？』

東京都立川市柴崎町２-３-３ Eighty eig ht 102
☎ 042- 548 - 0662

代表取締役 社長

Matie & vurie
mellowm anに併設されたアイリッシュサロン。ヘアとともに
トータルビューティを実現するコンセプトで作られた。
東京都立川市柴崎町2- 6-3 まるごビル3F
☎ 042 -548 - 0150
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