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2F 出展エリア 特別出展エリア「NEXT」
次のトレンドを作る新製品、
新ブランドに出会えます。SPOTLIGHTS

ビューティーワールド ジャパン 福岡は、
新しい製品・アイデア・人との出会いを叶えます！

2F出展エリアは新規出展者が
盛りだくさんね。
ブースでいろいろ試して、
サロンに新製品を取り入れなくちゃ！

ネイルのワークショップ、
楽しみだわ！
インスタをフォローしてる先生から、
直接教えてもらえるチャンスなんて
なかなかないよね。
教わったアートは早速メニューに
組み込もうっと！
（※有料、事前予約制）

SPOTLIGHTSのテーマは
「インナービューティ」か。
酵素やサプリがいっぱい紹介されてるな。
店販品に取り入れられそうだ。

今年も約130社が出展。新規出展者は約50社！！
顧客満足度を高める製品・サービスが
必ず見つかる2日間です。

出展者プレゼンテーション

業界団体セミナー

ネイルワークショップ

ステージセミナー

コスメティックゾーン（2F）

（同）グラム 2-A010

（株）アクシージア 2-B004

（株）セントラル・コーポレーション 2-C001

（株）クラージュ 2-C009

（株）T-CONCEPTION 2-C014

（株）シンビシン 2-C015

（有）沖縄アロエ 2-D003

（株）博龍堂 2-D008

（株）フェニックス 2-D009

（株）TRYANGLE&CO. 2-D011

（株）ピュアパートナー 2-D013

NEXT（2F）

（株）エリスティック 2-X102

（有）アイエヌジー 2-X109

アップヒルズ（株） 2-X110

コスメティックゾーン（1F）

ルアン（株） 1-B026

ドクターリセラ（株） 1-C002

（株）エクシーズジャパン 1-D012

（株）リツビ 1-D015

（株）ドクターセレクト 1-E026

（株）マッコイ 1-F002

（有）ソワレ・インターナショナル 1-F025

無料



●クーポンは裏面のアンケートにチェックして必ず名刺とあわせてご提出ください。

●名刺をお持ちでない場合はクーポン裏面の名刺情報欄にご記入ください。

※ 状況により提供できない場合もございます。

優先提供  提供対象※  対象外

2-A001
メッセ・フランクフルト  ジャパン（株）

01 

ヘアファンデーション 3gプレゼント！

白髪隠しの人気商品「ヘアファンデーション」スティックタイプ3gが今春新登場。白髪・透け感を同時にカバーできます。

 限定数量  
開催各日 20個 限定

エステ、ネイル、ヘア、 アイラッシュ、リラクゼーションにオススメ！

2F
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必ず名刺をご用意いただき、クーポン裏面のアンケートにご回答のうえご利用ください。

SPECIAL COUPON BOOK スペシャルクーポンブック

使ってうれしい特典満載！！ 新たな発見も！ 

スペシャルクーポンブック
スペシャルクーポンブックを会場入口にて配布いたします。
使ってうれしい、新しい発見がきっとあります。

直接指導が受けられる！ 

ネイルワークショップ 1F

テーマは「インナービューティ」 

SPOTLIGHTS 2F  

ビューティーワールド ジャパン 福岡の特別企画

コロナ禍により健康維持や免疫力upに大きな注目が
集まっています。SPOTLIGHTSでは「インナービュー
ティ」をテーマに、からだの中と外から健康と美をサ
ポートする話題の製品をご覧いただけます。
健康で美しいからだづくりに役立つ商材が、ここで見
つかるかもしれません。

人気講師の指導を、間近で直接受けられる少人数制の
ネイルワークショップを、5枠実施します！

協　賛

詳細は公式ウェブサイトへ
有料 事前予約制

大人気
NEW

NEW

dan先生kyoko先生 MIYUKI先生

（株）プリアンファ 滝川（株）
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2428 トゥウェンティーフォー トゥウェンティーエイト

プリアンファ
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エステティックBP
フレグランスジャーナル社 NPO法人 日本エステティック機構／

日本エステティック工業会

日本エステティック協会
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ACTLAND

ポート 
記憶する香り。

Conquistador

グラム

リンクス
/PYR

ディアースジャパン/
日本ビューティー協会
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Trigoods pro ミラクル
バスト

フェニックス ピュアパートナー

ext 
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HAAB DCT / 
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FALLON
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ビー・エイチ

小川香料

エクストリンク

スカンジナビア
サービス

スピックジュー
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博龍堂

ノアエレガンスオムコ東日本第一酵母エリスティックFSJ Bridge Partnerz AI&AI9Z/炭酸化粧水アップヒルズアイエヌジーEXCIA

美容機器購入の相談コーナー

マスク着用 大声禁止 会場内での写真撮影はご遠慮ください。
No photographing1F 2F

■ コスメティックゾーン
■ 美容機器ゾーン

■ ネイル & アイラッシュゾーン
■ NEXT

★ クーポンブック協賛企業
 ●  ネイルワークショップ協賛企業

来場者受付
Visitor registration

主催者
事務局

出展相談コーナー

プレゼンテーション
ルーム

出入口 出入口 出入口

来場者受付
Visitor registration

2Fへ

2Fへ

2Fへ

2Fへ

1Fへ

1Fへ

1Fへ

1Fへ

美容機器ゾーン
Beauty equipment zone

美容機器ゾーン
Beauty equipment zone

コスメティックゾーン
Cosmetics zone 

ネイル & アイラッシュゾーン
Nail & Eyelash zone 

コスメティックゾーン
Cosmetics zone 

コスメティックゾーン
Cosmetics zone 

特別出展エリア NEXT
SPOTLIGHTS

★マークに注目
★マークはクーポンブック

協賛企業です。

NEXT
特別出展エリア

次のトレンドを作る
新製品、新ブランドに
出会えます。

セミナールーム A セミナールーム B

ネイル
ワーク
ショップ

● ●
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13：10
｜

14：00

何歳になっても女性ホルモンは増やせる
ホルモン免疫栄養学会　清水 一元

14：20
｜

15：10

世界の王族を虜にする 
30分10万円の大口式小顔セミナー
（一社）大口式ボディテック整体協会　大口 貴弘

15：30
｜

16：20

大浴場の新商品や人気の講習説明会
アイコミュニティ 大浴場

12：00
｜

12：50

大浴場の新商品や人気の講習説明会
アイコミュニティ 大浴場

13：10
｜

14：00

いまさら聞けない！サロン導入に向けた 
最先端の�膣活�メニューとは?!
（株）プロラボ ホールディングス　近藤 寛子

14：20
｜

15：10

驚くほど成功する脱毛ビジネスセミナー
（株）ビューティーキャラバン　笹原 龍樹

15：30
｜

16：20

【専門研究者に聞く！】話題の「臍帯血由来」 
生ヒト幹細胞培養液 化粧品の正しい知識
（株）セントラル・コーポレーション　研究主管　笹山 博史

新型コロナウイルス感染防止対策として下記を実施します。
● 座席間は1席空けて配置します。
● 立ち見はお断りいたします。
● 各回終了ごとに座席の消毒作業を行います。

2月7日（月）　1F プレゼンテーションルーム 2月8日（火）　1F プレゼンテーションルーム
国内出展者

（株）ARTISTIC&CO. 1-E022

├（株）ARTISTIC&CO.GLOBAL
├（株）ARTISTIC&CO.BEAU SPORTS
├（株）A&C BEAUTE
└Vzusa日本科技（株）
AI&AI 2-X112
（有）アイエヌジー 2-X109
アイコミュニティ 大浴場 1-N205
（株）愛順インターナショナル 1-N207
（株）アイセル 2-C005
（株）アイリス 1-B006
（株）アクシージア 2-B004
（株）ACTLAND 2-A003
（株）あすなろ 1-N208
アップヒルズ（株） 2-X110
（株）アデランス 1-A026
（株）アメニティコーポレーション 2-A001
（株）アリオス 1-A006
アルファクリエイティヴ 2-C012
（株）アレン 1-C006
アンリミテッドナイン（株） 2-A014
（株）EMCプロデュース 1-F012
（株）ウェーブコーポレーション 1-E002
エース（株） 1-A015
EXCIA 2-X107
（株）エクシーズジャパン 1-D012
ext happy 2-D014

├（株）T-ブレイス
└美容室 ハッピー
（株）エクストリンク 1-A027
エステジャパンネット / BRANCHE Inc. 1-A021
（株）エストラボ 1-E001
（株）エストラボ 1-B002
（株）NBS 1-B010
（株）エヌワイビー 2-C004
（株）エバー 1-B016
（株）FSJ Bridge Partnerz 2-X100
（株）エリスティック 2-X102
エンチーム（株） 1-D010
（株）OI method 1-A025
小川香料（株） 2-C013
（有）沖縄アロエ 2-D003
（株）オムコ東日本 2-X104
Caddireat Innovation（株） 1-F024
9Z/炭酸化粧水 2-X111
（株）クラージュ 2-C009
（株）グラツィア 1-C010
（同）グラム 2-A010
（株）クリスティーナジャパン 1-F006
クルールラボ（株） 1-B021
（株）クレンシアコスメ 1-F014
（株）グローバルエームズ 1-B025
グローバルサイエンス（株） 1-B012
ケイオー・フレックス（株） 2-B003
（株）ケンユー/（株）マルタカエクセル 1-A022
ゴーゴーパラダイス 2-D015
（株）Conquistador 2-A006
（株）コンフォートジャパン 1-C012
（株）サイファ 2-D001
（株）シーケーエムプランニング 2-D002

（株）シャリオン 1-B022
ジューシー 2-D007
（株）シンビシン 2-C015
（株）スカンジナビアサービス 1-A007
（株）スタンダード・プロ 1-A023
（株）ストリ 1-A011
（株）スピック 2-D012
SEVEN BEAUTY（株） 1-E010
（有）セモルシージャパン 1-N106
（株）セントラル・コーポレーション 2-C001
（有）ソワレ・インターナショナル 1-F025
第一酵母（株） 2-X103
滝川（株） 1-D002/1-N101
（株）ディアースジャパン/（一社）日本ビューティー協会 2-B001
（株）T-CONCEPTION 2-C014
2428 トゥウェンティーフォー トゥウェンティーエイト 1-N112
（株）ドクターセレクト 1-E026
ドクターリセラ（株） 1-C002
（株）TRYANGLE&CO. 2-D011
Trigoods pro 2-D004
（株）日本トリム 2-C010
日本まつげ美容（株） 1-N109
（株）ノアエレガンス 2-X105
（株）HAAB DCT / bebe cosmetique 1-F010
（株）ハイサイド 1-B020
（株）博龍堂 2-D008
（株）ビー・エイチ 2-C011
（株）BEEK 1-F028
（株）BCL 1-A009
（株）VIPグローバル 1-C020
（株）ピュアパートナー 2-D013
（株）ビューティーキャラバン 1-A016
（株）FALLON 2-A009
フーラストア by Kate of Tokyo 1-N105
（株）フェニックス 2-D009

└LIGHT BEAUTY
（株）フォレストシンフォニー 1-A005
（株）プリアンファ 1-N201
（株）プリシラ 2-C008
（株）プロラボ ホールディングス 1-E016/1-F016

├（一財）内面美容医学財団
└（株）プロラボ ソリューション
ベレガ（株） 1-A020
ボーテデラボ（株） 2-C006
（株）ポート 記憶する香り。 2-A005
（株）ホーマーイオン研究所 1-A029
ポリシー化粧品/（株）日本ビューティコーポレーション 1-C016
ホルモン免疫栄養学会 1-F005
（株）マッコイ 1-F002
ミラクルバスト 2-D006
（株）MEGMALE 2-A004
（株）メルシー 1-A010
山本香料（株） 1-C025
（株）リー・プログループ 1-B005
リズム（株） 1-D016
（株）リツビ 1-D015
（株）リンクス/PYR 2-A011
ルアン（株） 1-B026
（株）LOUVREDO 1-F001
（株）RAYREACH 1-A001
レナード（株） 1-A012
（株）WAARMラボラトリー 1-A002

協会・団体・出版
エステティックBP 1-Y001
NPO法人 日本エステティック機構 1-Y003
（一社）日本エステティック協会 1-Y004
（一社）日本エステティック工業会 1-Y003
（有）フレグランスジャーナル社 1-Y002

出展者リスト
目的の出展者の探し方

出展者名 2  -  A  100
フロア番号 列番号

列番号の例外：「NEXT」は X 、「ネイル & アイラッシュゾーン」は N

出展者プレゼンテーション 聴講無料  事前予約不要
会場｜1F プレゼンテーションルーム（座席数約50席）

1F

エントランス
ロビー

1F 出展エリア

プレゼン
テーション
ルーム

（1月24日現在　※プログラムは変更になる場合がございます。）6 7



2月7日（月）　1F セミナールーム A

1F

エントランス
ロビー

1F 出展エリア

セミナー
ルーム セミナー

ルームA Bステージセミナー 聴講無料  事前予約不要
会場｜1F セミナールームA（座席数約70席）

10：15－11：00 こんな方におすすめ サロンオーナー  

2022年ビューティビジネスに 
不可欠な変革とは．．．
コロナ禍によって、大きく変わった顧客ニーズに対応していくためのサロン作りと、人財育成の課題と価値戦略と
は．．．どのように展開するべきなのか、お話しさせていただきたいと思います。

講師  久保 華図八　（株）九州壹組 / （有）バグジー 代表取締役
北九州を拠点にBAGZY5店舗・CAFE1店舗を経営するかたわら、企業や各種団体などに講演を行っている。

11：40－12：25 こんな方におすすめ ネイリスト  

ネイリストkyokoのアートのトリセツ。 
新作簡単ニュアンスアート
人気のニュアンスアートのトリセツをゲット！
サロンワークやセルフネイルにも活用できる実用的ネイルデザインをお楽しみください！

講師  kyoko　日本ネイリスト協会 本部認定講師 / ルクジェル エデュケーター・イグザミナー
ニュアンス系のエッジが効いたクールなデザインに定評がある人気ネイリスト。雑誌掲載、サロンワークとイベントのデモンストレーター、セミナー講師として活躍。近年、ネイル製
品の監修にも携わり、更に注目度上昇中のネイルアーティストです。

13：05－13：50 こんな方におすすめ エステティシャン  

知っておくべき、デリケートゾーンの知識とケア方法 
100年時代の健康と美しさのために
100年時代の健康と美しさをサポートする上で欠かせない、知っておくべきデリケートゾーンの知識とケア方法について。そして、眠
りや冷え・女性ホルモンの乱れからくる身体の不調を整える「フィトテラピーケア」を植物療法士の森田敦子がお話します。近年、
フェムテックという言葉が広まりつつありますが、本当のフェムテックは女性の身体の仕組みをきちんと知ることからはじまります。

講師  森田 敦子　植物療法士 / （株）サンルイ・インターナッショナル 代表 / （株）Waphyto 代表
自身が推奨する、女性の美、健やかなセンシュアリティケアをサポートする
フェムテック・ウェルネスメディア「WOMB LABO（ウームラボ）」(womblabo.com）をスタート。

オンデマンド配信なし

14：30－15：15 こんな方におすすめ 理美容師  

バリカンを学ぶ！メンズカットセミナー・
流行のBARBERスタイル
バリカンで創りあげるメンズスタイル技法と店舗経営に役立つメンズカットの利点を分かり易くお伝えします。

講師  岡島 正志
WAHL ブランドアンバサダー 
tt hair BARBER SHOP 代表（岡山県倉敷市）

講師  吉田 将希
WAHL ブランドアンバサダー 
CLIPPERS CUT CLUB 代表（熊本県熊本市）

15：55－16：40 こんな方におすすめ サロンオーナー  

最速！ 【3ヶ月】で集客倍増させる 
具体的な方法＆生涯顧客をつくる3ステップ
●最重要！　今すぐ【集客導線＆ステップ】を考える　●1ヶ月目：予約待ち多数！　キャッチの強い【神メニュー】を発信する 
●2か月目：Googleマイビジネス・SNS等からの【予約確定ステップ】をつくる　●3ヵ月目：新規客から【生涯顧客】に移
行するコース＆ケアストーリーを考える　●これからも使える！　コロナ禍でも【安定した集客＆売上げた】　あの事例など

講師  宇治原 一成　ビューティコンサルタント / ANGELIQUE S.A.R.L. 代表取締役 / 美来サロンの経営塾 主宰
コンサルタント（集客・固定化・販売・人材育成・技術・経営）として、売上を10倍以上にした実績を持つ。サロン業界で成功するための必須ノウハウを提供する専門家。他店と
は違うコンセプトづくりから集客・技術教育に至るまで総合的なサポートが強み。常識にとらわれない発想力で集客し不振店を成功店に、開業店をすぐに軌道にのせる等、多くの成
功店をつくる。講演・書籍多数。

新型コロナウイルス感染防止対策として下記を実施します。
● 座席間は1席空けて配置します。
● 立ち見はお断りいたします。
● 各回終了ごとに座席の消毒作業を行います。

（1月24日現在　※プログラムは変更になる場合がございます。）

「ステージセミナー」のオンデマンド配信
座席数の関係で聴講がかなわなかった方に向け、2月17日（木）16 :00から2月24日
（木）16 :00までビューティーワールド ジャパン公式ウェブサイトにてステージセミナー
をオンデマンド配信いたします。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

今回仕入れたサプリ、
体を温めて免疫力を
高めるって言ってたな。
ウェブサイトに
「免疫力向上サプリ」って
載せたいわ！

エステティシャン美子の「安心・安全サロン」への道！

※医薬品医療機器法：医薬品・医薬部外品・化粧品等を広告する際に、
　その効能・効果などが誇大表現になることを予防するための法律。

ビューティーワールド ジャパンでは出展者の皆さまにも法令に則った
表示・表現を徹底してくださるよう取組みを続けています。

医薬品として未承認の健康食品を医薬品
のように特定の効果・効能があるように
宣伝すると、薬機法※違反になるよ。
令和3年8月からは、薬機法違反に対し
ても課徴金が課せられるようになったか
ら、特に気を付けてね。

薬機法
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2月8日（火）　1F セミナールーム A

1F

エントランス
ロビー

1F 出展エリア

セミナー
ルーム セミナー

ルームA Bステージセミナー 聴講無料  事前予約不要
会場｜1F セミナールームA（座席数約70席）

10：15－11：00 こんな方におすすめ エステティシャン

WITHコロナ時代の 
「エステティック・ニュースタンダード」
新型コロナの影響により、世の中が大きく変化し、いまだその只中にあります。 エステティック業界も例外ではなく、
経営者はビジネスを組み立てる考え方を根本から変える必要があります。 その変化の本質を正確に掴むことが重
要です。 そのためのヒントをデータや事例を用いて解説し、 WITHコロナ時代の「ニュースタンダード」に迫ります。

講師  千葉 智之　ホットペッパービューティーアカデミー アカデミー長
2005年リクルート入社。戦略企画、東名阪センターグループ責任者から現職。1973年広島県生まれ。2005年リクルート（現リクルートホールディングス）入社。2006年よりホット
ペッパービューティー各事業部歴任。戦略企画担当、アーバン美容2グループ、東名阪センターグループ責任者を経て、 ホットペッパービューティーアカデミー設立。2013年7月より
現職。美容業界向け経営支援スクール部門、リサーチ部門 責任者。 ビジネス書 著作3冊出版。

11：40－12：25 こんな方におすすめ ネイリスト  

�simple×color�で魅せる 
Trend Nuance Nail
ネイリストを志した理由は、好きだから・得意だからという方が多いのではないかなと思います。
私はネイリストもお客様も一緒にワクワクできて、ネイルをする事で自分の自信に繋がったり楽しいものであって欲
しいと思います。シンプルだけど目を惹くようなデザイン、一癖あるオシャレなデザインを披露いたします。

講師  riesato　lem.producer
美容専門学校卒業後、アパレル企業を経てネイリストへ。ネイリストになった直後からカラーで魅せるオシャレを追求し続けてきました。現在は講師としてデモンストレーション、セミ
ナー活動、そしてプレイヤーとしても活躍中。Instagram→@__riesato__

13：05－13：50 こんな方におすすめ エステティシャン  

【あなたのサロンにピッタリな1台はこれ！】HIFU、ラジオ波、キャビテーション、 
電磁パルス…テクノロジーを知ることで見えてくるマシンとの最適マッチング
「webサイトやパンフレットを見てもどのマシンを選んでいいのか分からない…」「HIFU、キャビテーション、ラジオ
波…どんな原理でどんな効果があるの？」そんな悩みを抱えるエステ関係者の為に、過去11,000件以上の医療施
設・エステをサポートしてきたリツビが、あなたのサロンにピッタリの1台を選ぶ方法をお教えします。

講師  原 秀雄　（株）リツビ プロフェッショナル・ビューティー マーケティング部 次長
大手国内化粧品メーカーでエリアマネージャーや新ブランドの立ち上げを経験後、エンダモロジーをはじめエステ向けハイクラス美容機器や化粧品などを取扱う（株）リツビにて商
品開発やブランディングに携わる。

14：30－15：15 こんな方におすすめ ネイリスト  

flicka nail artsのfoundation  
ケア＆プレパレーションデモセミナー
ネイル道具や材料、技法などが多様化する中、アートセミナーだけではなく、仕上がりの善し悪しを左右する"ケア
＆プレパレーション"を見直したいという声がとても増えてきています。道具や素材を最大限に効率よく使いこなす
には？プロダクトデザインの経歴を持つ開発者本人が使い方のコツや選び方まで余す事なくお伝えします。

講師  saori　flicka nail arts 主宰
インダストリアル、プロダクト、アパレルなど様々なデザイン分野での経験をいかした、高いデザイン性と理論的で完成度の高いプロデュースアイテムづくりなどのほか、各種ネイル
技術のセミナー活動など、プレイヤーとしてもプロデューサーとしても国内外で活躍中。
Instagram → @flickanail

15：55－16：40 こんな方におすすめ 理美容師  エステティシャン  アイリスト   

マスクの今こそ眉改革！
似合う眉の見つけ方＆今サロンで注目の眉メニューとは
マスクをするようになり、「今まで以上に眉が気になるようになった」という人は多いはず。そこで、顔立ちをより魅力的に見せる�
似合う眉の見つけ方�、今っぽい眉に仕上げる眉メイク方法をご紹介。また、最近は「サロンで眉を整えてもらう」という人が増加。
眉メニューへのニーズが高まっています。今人気を集める眉メニューの種類やサロンで取り入れるメリットもご紹介します。

講師  玉村 麻衣子　美眉アドバイザー
「骨格・筋肉に基づいた眉メイク」を理論的にご紹介。国内大手化粧品会社のメイク講師、美容ライターを経て、現在は眉の専門家として活動中。
「眉は表情を生み出し、印象を変える大切なパーツ」という理念のもと、骨格・筋肉に基づいた眉メイクをセミナーや執筆活動を通じて理論的にご紹介。眉の技術者資格『Browtist®
保有。著書に『目元で、美人の9割が決まる』などがある。

新型コロナウイルス感染防止対策として下記を実施します。
● 座席間は1席空けて配置します。
● 立ち見はお断りいたします。
● 各回終了ごとに座席の消毒作業を行います。

（1月24日現在　※プログラムは変更になる場合がございます。）

「ステージセミナー」のオンデマンド配信
座席数の関係で聴講がかなわなかった方に向け、2月17日（木）16 :00から2月24日
（木）16 :00までビューティーワールド ジャパン公式ウェブサイトにてステージセミナー
をオンデマンド配信いたします。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

※ビューティーワールド ジャパンでは、HIFU機器は医療関係者のみに販売いただくようルールを設けています。
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2月8日（火）　1F セミナールーム B2月7日（月）　1F セミナールーム B

1F

エントランス
ロビー

1F 出展エリア

セミナー
ルーム セミナー

ルームA B

（1月24日現在　※プログラムは変更になる場合がございます。）

ステージセミナー 聴講無料  事前予約不要
会場｜1F セミナールームB（座席数約70席）

10：30－11：30 こんな方におすすめ エステティシャン  

結果が出にくいトラブルには自律神経の影響あり！ 
サロンで行う自律神経の調整マッサージ
なかなか改善しないニキビやダイエット効果が出にくい体質。　そして季節の変わり目に突然起こる不調。多くの
トラブルの裏には自律神経の乱れが影響していることがあります。講演では自律神経の乱れの見極め方とトリート
メント前後で行うツボや経絡を使った調整マッサージテクニックをご紹介します。

講師  大山 招子　（株）エクシーズジャパン 顧問 / 鍼灸あん摩マッサージ師 / INFA国際エステティック連盟 インターナショナルゴールドマスター / 招幸塾 塾長
大学卒業後エステティックの国際ライセンス、鍼灸あん摩マッサージ師の資格を取得。エステティックに東洋医学を取入れ、広い立場からの美容法を提唱。
全国のNHKカルチャースクールでは、「女性ホルモン」や「腸美力」をテーマにした多数の講演活動。著書に『男と女の体質改善教室』『スロータスのススメ』（西日本新聞社）『腸から
毒出し！美肌ダイエット』（主婦の友社）がある。

12：10－13：10 こんな方におすすめ エステティシャン  

続！マスク美人化フェイシャル

まだまだマスク生活は続きます。マスクをしたままできるフェイシャルを紹介します。目鼻立ちのメイキング効果と
マスク生活で進行したほうれい線やマリオネットライン、口のまわりの老化小じわ、二重あごに対するテクニックを
デモンストレーション。コロナ禍の生活習慣で起こる症状に対するテクニックです。

講師  森柾 秀美　エステティックモリマサ（プロ対象スクール） 学院長 / （株）トゥールビオン 代表取締役 / フランス ヌーヴェルエステティック社 講師
プロ対象のメーカー色のない講習プログラムで、東京･大阪･名古屋･パリで講座を開設（現在は、オンライン）。パリ講座では世界中からプロが参加し、国内では、全国よりサロン
オーナーやスクール講師やメーカーインストラクターの方々が参加。パリの五つ星ホテル「プラザアテネ」Christian Diorのハンドテクニックも開発。技術DVD、書籍、音楽CD、雑
誌掲載多数。

13：50－14：50 こんな方におすすめ 理美容師  

TADAO ARAI Arrange Seminar  
＆ 美容あれこれトーク
アレンジセミナー&美容あれこれトーク。ライブ形式によるヘアアレンジ創作と、トータルビューティサロンの取り
組みやスタイリングテクニック、道具の使い方などのトークを行います。サロンワークに必要なものが必ず発見でき
る充実のセミナーです。

講師  新井 唯夫　FÉERIE 代表 / （株）アライタダオエクセレンス・（株）ジェニュイン President＆C.E.O. / 美容研究全国新井会 会長
様々なメディアやイベントに出演する人気美容師。「FÉERIE」を5店舗展開。21冊の単行本を発刊し、専門著書等の総発行部数は約30万部。通算ステージ約840回、実地講習会 
約7,350回、受講者数延べ52万5,000人を超える

15：30－16：30 こんな方におすすめ 理美容師  

メカラウロコなデザイン 
QUQU 浦 さやか カット＆フィニッシュセミナー
レザーでつくる柔らかい質感。骨格に似合わせたデザインバランス。
そしてカットデザインに合わせたカラーデザインバランスなど、
女の子を可愛く見せるショートヘアを通して、自分印の極意をレクチャーします。

講師  浦 さやか　QUQU 代表 
9月11日生 / 長崎県出身。都内2店舗を経て2020年より渋谷にヘアサロンQUQUをオープン。
代表として一般誌から業界誌、ヘアショー、セミナーに至るまで幅広く活躍。独自の感性で他にはない「メカラウロコ」のデザイン提案を追求している。 

11:00－12:00 こんな方におすすめ エステティシャン  

年代別の目元テクニックと小鼻メイキング

目元のたるみやしわ、鼻先・小鼻など年齢や骨格などによる悩みも様々。
しわやたるみを細分化し、解剖生理学を基に眉山の高さ・瞼のハリ・エッジの効いた鼻先・しまった小鼻をスッキ
リメイキング。今、ニーズの高い技術65手技です。

講師  森柾 秀美　エステティックモリマサ（プロ対象スクール） 学院長 / （株）トゥールビオン 代表取締役 / フランス ヌーヴェルエステティック社 講師
プロ対象のメーカー色のない講習プログラムで、東京･大阪･名古屋･パリで講座を開設（現在は、オンライン）。パリ講座では世界中からプロが参加し、国内では、全国よりサロン
オーナーやスクール講師やメーカーインストラクターの方々が参加。パリの五つ星ホテル「プラザアテネ」Christian Diorのハンドテクニックも開発。技術DVD、書籍、音楽CD、雑
誌掲載多数。

13:00－14:00 こんな方におすすめ アイリスト  

そろそろぶっちゃけます。 
衰退していくアイリストと前進していくアイリストの違い。
年間2,000人以上の生徒を迎えるaile beauty academyを代表するAIRIが、アイラッシュ世界コンペで優勝し、自身も数多くの
イベント主宰を繰り広げるなかで見出した世界トップクラスのアイリスト・国内有名アイリストの中でも「生き残り続ける人と消え
る人の違い」を次世代マツエク＆アイブロウスタイリングのセットアップショーと共に、最新技術×最新マインドでお届けします。

講師  泉 愛里　オシャレアイクリエーター / aile beauty academy 学院長 / EYE training GYM 主幹 / ailelash CEO

15:00－16:00 こんな方におすすめ エステティシャン  

最強でエレガントな免疫を作るために 
今日からできること
未知の病原体による世界規模の混乱の中で、私たちは心身の健康と幸せのために営むべき食生活、ライフスタイル
について、あらためて考え直す機会を得ました。コロナ禍に書き下ろした著書『最強でエレガントな免疫を作る100の
レッスン』の内容を元に、予防医学の最新情報を交えながら、美しさにもつながる免疫力強化メソッドをご紹介します。

講師  エリカ・アンギャル　栄養コンサルタント / NHK WORLD "Medical frontiers" プレゼンター 
ミス・ユニバース・ジャパン公式栄養コンサルタントとして、知花くらら（2006年世界2位）、森理世（2007年世界1位）をはじめ、世界一の美女を目指すファイナリストたちに食生活
を指南。2015年よりNHK WORLD "Medical frontiers"のプレゼンターとして日本のトップドクターたちを取材し、最新医療情報を国内外へ向けて発信している。

オンデマンド配信なし

新型コロナウイルス感染防止対策として下記を実施します。
● 座席間は1席空けて配置します。
● 立ち見はお断りいたします。
● 各回終了ごとに座席の消毒作業を行います。

「ステージセミナー」のオンデマンド配信
座席数の関係で聴講がかなわなかった方に向け、2月17日（木）16 :00から2月24日
（木）16 :00までビューティーワールド ジャパン公式ウェブサイトにてステージセミナー
をオンデマンド配信いたします。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
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2月7日（月）　1F プレゼンテーションルーム

2月8日（火）　1F プレゼンテーションルーム

1F

エントランス
ロビー

1F 出展エリア

プレゼン
テーション
ルーム

業界団体セミナー 聴講無料  事前予約不要
会場｜1F プレゼンテーションルーム（座席数約50席）

（1月24日現在　※プログラムは変更になる場合がございます。）

10：50－11：40 こんな方におすすめ エステティシャン  

【実演】技術力確認試験受験対策
/認定エステティシャン取得へ（受験者・指導者対象）
エステティシャンセンター試験は実務経験１年以上の方が対象の試験です。
セミナーでは実技試験での注意点を実演します。
合格後は各登録養成団体の認定エステティシャン資格取得が可能です。

講師   日野 昭子　（一財）JEEC副理事長 / CIDESCO-NIPPON理事

講師   江口 由貴子　（一財）ICAM JAPAN マスターエデュケーター / 認定講師

講師   緒方 安寿美　（一社）AEA・アンバサダー / 認定講師、アロマ ボーテ カリン

講師   西村 晴美　（一社）AJESTHEメンバーシップ委員会地区委員 / エルブサクレ

12：00－12：50 こんな方におすすめ エステティシャン  

サロン経営を学ぼう！＆サロン事業者登録制度について
～経営にも知識と技術が必要です～
エステティックトリートメントに皮膚や身体の知識と技術の修練が必要なように、エステティックサロンの経営にも知識と技術が必要です。サ
ロン経営を持続可能（サスティナブル）にするために、エステティックサロン経営の全体像を分かりやすくお話しします。特に、オーナーエステ
ティシャンとして接客や施術をしていて、日々忙しくしている経営者向けの内容です。JEOサロン事業者登録制度についても説明いたします。

講師  草野 由美子
（一社）日本エステティック機構 サロン認証アドバイザー 
CIDESCO インターナショナルライセンス

講師  高橋 博忠
（一社）日本エステティック機構 事務局長

（一財）
日本エステティック
試験センター

10：50－11：40 こんな方におすすめ エステティシャン  

安全なサロン運営に必要な
業務用エステ機器選びのポイント!!
様々なメニューを可能にする高性能機器が数多く販売されていますが、実際にその機能を搭載しているが自サロンで提供し
たいメニューに適した機器は何なのか？キャビテーション、エステティックポレーション、RF、EMSなどの業務用機器をわか
りやすくお伝えします。セミナー終了後には、機器のエキスパートが皆様の不安や疑問を解消する相談会も実施します。

講師   （一社）日本エステティック工業会 機器委員会 パネラー   キャビテーション・RF・EMS・ 
エステティックポレーション 部会担当者

ビューティーワールド ジャパンは年3回・3都市で開催します！

安心・安全な開催のための

感染防止対策！
入場時の検温、手指消毒、マスク着用の徹底、会場内換気など
徹底したコロナ感染防止対策を講じます。

会場内での感染防止対策

必ず着用してください
※不織布推奨

マスク着用

密にならないように
してください

身体的距離の確保
こまめな手洗い
消毒をしてください

手洗い消毒

大声での会話は
避けてください

大声禁止

主催者にて行う感染防止対策
● 感染防止徹底の呼びかけ
● 3密を回避する会場構成
● 会場内消毒液の設置、検温の実施
● セミナー等の座席の間隔調整
● セミナー後に座席等を消毒・清拭
● 救護室の設置と看護師の常駐
● 定期的な換気

2023年2月6日（月）－8日（水）
マリンメッセ福岡

ビューティーワールド ジャパン 福岡

2022年10月24日（月）－26日（水）
インテックス大阪

ビューティーワールド ジャパン 大阪

2022年5月16日（月）－18日（水）
東京ビッグサイト

ビューティーワールド ジャパン（東京）

美容機器の導入を考えている皆さまへ

「美容機器の基礎知識セミナー」＆
「美容機器購入の相談コーナー」をご活用ください！ 

協　力 NPO法人
日本エステティック機構

一般社団法人
日本エステティック振興協議会

知ろう！1 「美容機器の基礎知識セミナー」を2本開催
機器の購入に備えて、さまざまな種類の機器の機能、
効果、メリット、デメリットについて最新情報をチェック！

❶ 2月7日(月) 10:50－11:40ﾠﾠ会場:1Fプレゼンテーションルーム

安全なサロン運営に必要な業務用エステ機器選びのポイント !!
講　   師：（一社）日本エステティック工業会 機器委員会

❷ 2月8日(火) 13:05－13:50ﾠﾠ会場:1Fセミナールーム A

あなたのサロンにピッタリな1台はこれ！】HIFU、ラジオ波、キャビテーション、  
電磁パルス…テクノロジーを知ることで見えてくるマシンとの最適マッチング
講　   師：原 秀雄　（株）リツビ プロフェッショナル・ビューティー マーケティング部 次長

会場内には、機能、効果、サイズ、価格帯もさまざまな美容機器が出展されています。目的にあった機器を選ぶには、
美容機器についての正しい知識が必須です。そこで、今回のビューティーワールド ジャパン 福岡では、美容機器の基礎
知識を学ぶセミナーを2本開催いたします。また、会場内の「美容機器購入の相談コーナー」では、疑問点について無
料で相談も承ります。ぜひ積極的にご活用いただき、機器購入にお役立てください！

原 秀雄

一般社団法人
日本エステティック工業会

相談してみよう！

「美容機器購入」の相談コーナー
さまざまな種類が存在する美容機器の中から目的にあった機器を購入するためには、各機器の特徴や導入
メリットだけでなく、 デメリットも理解しておくことが大切です。機器購入について相談したいことがあれば、
「美容機器購入の相談コーナー」にお気軽にお立ち寄りください。無料で相談できます。

会場:1-Y0032

会場が
マリンメッセ
福岡に！

会期も
3日間！！
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