
最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　スタイリスト専攻卒業

株式会社白鳳SWIMMER/商品企画

ウエテ出版印刷株式会社/DTP、デザイン

名古屋ファッション専門学校/常勤教員

名古屋ファッション専門学校/校長

専門分野 ファッションビジネス、ビジネスマナー

ファッションビジネス能力検定2級

キャリアトランプファシリテーター資格

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　スタイリスト専攻卒業

櫻屋商事（現クロスプラス）株式会社/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

名古屋ファッション専門学校/嘱託

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/副校長

専門分野 企画デザイン、スタイリスト演習

取得資格 専修学校准教員

最終学歴 京都芸術短期大学　造形芸術学科卒業　/　大阪文化服装学院　ファッション産業学科卒業

株式会社ライカ/商品企画部ダナパリデザイナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

専門分野 デザイン画、ファッションデザイン全般、染色

最終学歴 愛知文化服装専門学校　ファッションデザイン専攻科卒業

富士屋産業株式会社/デザイナー

有限会社モーション/ファッションアドバイザー

株式会社ルルド/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

専門分野 企画デザイン、服飾造形、ファッション販売

専修学校准教員

各種学校正教員

日本洋裁技術認定協会上級技術検定資格

ファッションビジネス能力検定2級

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

株式会社ロザリア/デザイナー

瀧定株式会社/デザイナー

株式会社エフリード/パタンナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

セコリジャパンスクール/助手

名古屋ファッション専門学校/常勤

専門分野 パターンメーキング

専修学校准教員

各種学校正教員

セコリジャパンスクール修了

職歴

取得資格

青木　恵子

＜常勤教員＞

学校長：佐藤　弥生

職歴

取得資格

副校長：桐谷　里砂

職歴

工科専攻主任：吉村　ゆかり

職歴

流通専攻主任：鈴木　志津子

職歴

取得資格



最終学歴 名古屋短期大学　教養科卒業

株式会社名古屋三越/宝飾品接客販売業務

ファースト株式会社/アパレル接客販売業務

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

名古屋ファッション・ビューティー専門学校/非常勤講師

リテールワーク開業/接客販売研修業務、接客販売業務等

あいちビジネス専門学校/非常勤講師

名古屋ファッション専門学校/常勤

専門分野 接客販売、接客販売インストラクター、各種検定講師

ファッションビジネス能力検定3級

サービス接遇実務検定準1級

リテールマーケティング検定2級

ファッション販売検定1級

フォーマルスペシャリスト検定準2級

販売技術士検定レディスファッション2級（国家資格）

販売技術士検定メンズファッション3級（国家資格）

名古屋学芸大学　メディア造形学部　ファッション造形学科卒業

（仏）Academie Internationale de Coupe de Paris　レディースモデリストコース卒業

（仏）Anne Valerie Hash/インターンシップ

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

ティー・エフ・シー株式会社/パタンナー

ズーム株式会社/パタンナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

専門分野 服飾造形、パターンメーキング、テキスタイル関連

技術検定婦人子供既製服パターンメーキング作業2級

パターンメーキング技術検定2級

繊維製品品質管理士（TES）

衣料管理士1級

ファッションビジネス能力検定2級

色彩検定2級

早川　満知子

職歴

取得資格

入江　美有紀

最終学歴

職歴

取得資格



最終学歴 エスモードジャポン　卒業

株式会社イッセイミヤケ/テキスタイルデザイナー

株式会社オーダーオブメリットプランンング/企画ディレクター

株式会社サンエーインターナショナル/素材企画、商品構成、MD、仕入れ生産

株式会社ゼロエミッション/企画ディレクター、アートギャラリー運営

バンタンデザイン研究所/非常勤講師

愛知淑徳大学/非常勤講師

株式会社三晃社/顧問

専門分野 クリエイティブワーク

最終学歴 東京写真専門学校　名古屋校　卒業

麻布スタジオ/カメラマンアシスタント

有限会社コマーシャルフォト・アン/カメラマンアシスタント

ブルースタジオ/代表

専門分野 デザイン画、商品企画

ファッション色彩能力検定3級

パターンメーキング技術検定2級

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションマスター科卒業

株式会社ヤマダヤ（現：株式会社ランディーユ）/布帛製品パターン、デザイン、生産管理

同社内にて転籍/ニット製品パターン修正、デザイン、生産管理

専門分野 カメラワーク

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションデザイン科　スタイリスト専攻卒業

スタジオジャンプ/アシスタント

ぴんぽんまむ/代表

専門分野 スタイリスト演習

最終学歴 京都府立大学女子短期大学部　被服科卒業

瀧定株式会社/パタンナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

名古屋学芸大学／非常勤講師

セコリジャパンスクール/講師

saruto Syuhari /テクニカルアドバイザー

専門分野 パターンメーキング　・　縫製

各種学校教員資格

日本洋裁技術検定協会　洋裁技術基礎上級

パターンメーキング技術検定1級

カラーコーディネート色彩検定2級

インスティテュートセコリ（イタリアセコリ校）レディスパターンメーキングコースディプロマ

愛知技の伝承士

浅野　彰英

職歴

取得資格

石井　紗恵香

職歴

石川　真海

伊藤　千春

職歴

取得資格

職歴

職歴

＜非常勤講師＞

安達　竜也



最終学歴 名古屋モード学園　ファッションデザイン学科卒業

株式会社マンフル/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

セレクトショップ  The Sessions/ディレクター、プランナー

専門分野 ファッションデザイン、ファッション情報

最終学歴 三重県立桑名高等学校　普通科卒業

株式会社ワールドストアパートナーズ

HUSHUSH/マイカル桑名店店長

HUSHUSH/イオン東浦店店長

HUSHUSH/東海地区スーパーバイザー

HUSHUSH/西地区店舗運営リーダー

HUSHUSH/BR VMD(VC)

THE EMPORIUM DINKADOBE CUTIE BRONDE/統括マネージャー

株式会社ワールド/THE EMPORIUM/副BU長

株式会社ワールドストアパートナーズ/人事（関東営業所）

株式会社ワールドストアパートナーズ/東海北陸支店

専門分野 接客販売、店舗ブランディング、店舗運営マネジメント

取得資格 宅地建物取引士

最終学歴 市邨短期大学　保育科卒業

トッパン・ムーア株式会社

株式会社アリス・イン・ワンダーランド

株式会社セントラルファッション

専門分野 スタイリスト演習

幼稚園教諭二種免許

保母資格

最終学歴 名古屋総合デザイン専門学校　グラフィックデザイン科卒業

株式会社山崎デザイン事務所

株式会社弘春堂

シミズプランニング

デザイン事務所　ラディカルグラフックス/代表

名古屋総合デザイン専門学校/非常勤講師

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

専門分野 グラフィックデザイン

所属協会 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

職歴 ブランド「M・C・W」設立

四日市市にてSHOP「HIOC」オープン

有限会社M・C・Wを設立

四日市市にてSHOP「NOUVEL des DEUX」オープン

ブランド10周年イベントを奈良「室生山上公園 芸術の森」にて開催

専門分野 ファッションデザイン、ブランド企画、ショップ運営関連

岩田　佳子

職歴

大内　愛深

職歴

取得資格

大河内　俊宏

職歴

岡田　雅文

職歴

稲守　正一



最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

株式会社ワールド/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

専門分野 ニットデザイン、アパレルCAD、服飾文化史

専修学校准教員

ATF色彩検定2級

商工会議所カラーコーディネーター検定2級

すみれ洋裁学院　デザイナー科卒業

平成芸術花院卒業

株式会社ヴァンドーム名古屋

生花店　Green pott　きしの/代表

専門分野 フラワーアレンジメント

取得資格 平成芸術花院教授職免状

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

株式会社二葉/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

岐阜市立女子短期大学/非常勤講師

愛知文教短期大学研究所/非常勤講師

明美文化服装専門学校/非常勤講師

専門分野 ファッションデザイン画

取得資格 専修学校准教員

名古屋市医師会看護専門学校　卒業

嶋田ちあきメイクアップアカデミー　卒業

医療法人勝又病院/看護師

医療法人生寿会玉条川リハビリテーション病院/看護師

株式会社クレールコーポレーション/ヘアメイク

専門分野 ヘアメイク、着付け

英語検定3級

看護師免許

着物コンサルタント師範

着付技能検定1級

最終学歴 エスモードジャポン東京校　総合科卒業

株式会社三陽商会/技術部バーバリーパタンナー

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

名古屋ファッション専門学校/常勤

セコリジャパンスクール名古屋校/非常勤講師

多治見西高等学校/非常勤講師

専門分野 パターンメーキング、アパレルCAD

セコリジャパンスクール講師資格

アパレルCAD　ユカアンドアルファ　講習会参加修了

インスティテュートセコリ（イタリアセコリ校）レディスパターンメーキングコースディプロマ資格取得

取得資格

岸野　美代子

最終学歴

職歴

北野　淳子

職歴

酒井　聖子

最終学歴

職歴

取得資格

酒井　妙子

職歴

取得資格

奥村　美智子

職歴



最終学歴 東京デザイナー学院名古屋校　インテリアデザイン科卒業

有限会社ディスプレイエヌ

学校法人菊武学園ビジネス教養専門学校エクセレンス/非常勤講師

専門学校キッツビジネスカレッジ/非常勤講師

フリーディスプレイコーディネータ－

専門分野 ディスプレイ

取得資格 愛知県職業能力開発協会　愛知県技能検定委員

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　スタイリスト専攻卒業

メンズラリー株式会社

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

専門分野 衣装デザイン、コンピュータグラフィック

専修学校准教員

各種学校正教員

洋裁技術基礎上級

最終学歴 名古屋短期大学　保育科卒業

私立萩山幼稚園

小林豊子きもの学院　分校長千種教室説

小林豊子きもの学院入社　直営講師　

専門分野 着物着付け

幼稚園教諭免許

保育士資格

小林豊子きもの学院　技能師免許

小林豊子きもの学院学内　手話着付け1級

小林豊子きもの学院学内　着装道脇教授

最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

豊島株式会社

有限会社リバティ（川瀬テキスタイル）/デザイナー

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

専門分野 テキスタイル、コンピュータグラフィック

専修学校准教員

各種学校正教員

最終学歴 すみれ洋裁学院　研究科卒業

株式会社ジュニアー/パタンナー

名古屋ファッション専門学校/常勤

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

名古屋学芸大学/非常勤講師

専門分野 パターンメーキング

各種学校教員資格

日本洋裁技術検定協会　洋裁技術基礎上級

職歴

取得資格

中川　恵子

須嵜　厚子

職歴

高山　聡美

職歴

取得資格

谷口　恭子

職歴

取得資格

友村　万希子

職歴

取得資格



最終学歴 名古屋ファッション専門学校　ファッションスペシャリスト科　デザイナー専攻卒業

株式会社ニューリード/縫製、工業用パターン修正

ジャンポール・ゴルチェ/デザイナー

ATSUSHI NAKASHIMA/代表・デザイナー

専門分野 プランニング、クリエーションワーク、ファッションデザイン

最終学歴 愛知県立芸術大学　美術学部　美術科デザイン専攻卒業

眼鏡会社/店頭ディスプレイデザイン

フリーランス

トライデントデザイン専門学校/非常勤講師

専門学校名古屋デザイナー学院/非常勤講師

椙山女学園大学　文化情報学部/非常勤講師

専門分野 ディスプレイデザイン

取得資格 一般財団法人　日本空間デザイン協会正会員

最終学歴 名古屋文化短期大学　卒業

有限会社ディスプレイエヌ

R.FACTORY（フリーランスディスプレイデザインコーディネーター）

名古屋モード学園/ディスプレイ講師

名古屋文化短期大学/VMD講師

東海文化専門学校/商品装飾展示検定講師

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

企業セミナー等、VMD講師

専門分野 ディスプレイ、商品装飾展示、VMD

取得資格 商品装飾展示技能士1級（国家資格）

最終学歴 文化服装学院　卒業

スタイリスト

「ミキリハッシン」ディレクター

渋谷PARCO「ぴゃるこ」ディレクション

名古屋ファッション専門学校/特別講師

専門分野 ファッションスタイリング、ファッションディレクション

名古屋ファッション専門学校　スタイリスト専攻卒業

中部美容専門学校　通信課程卒業

株式会社オンワード樫山/紳士服販売

株式会社セゾン　フォトスタジオ夢写館/ヘアメイク、撮影アシスタント、着付け、写真画像処理

ヘアメイクアップオフィス　ルヴィーブル/ブライダルヘアメイク、エステ、ネイル、まつ毛エクステ

同社にて、TV番組、CM、雑誌、ファッションショーなどのモデルタレントのヘアメイク

メイクアップアーティストとして独立開業

専門分野 ヘアメイク

美容師免許

色彩技能パーソナルカラー検定

色彩検定3級

ネイリスト技能検定3級

職歴

取得資格

最終学歴

中島　篤

職歴

矢部　達也

職歴

山内　玲子

職歴

山口　壮大

職歴

吉田　桂子



最終学歴 名古屋ファッション専門学校　和裁研究科卒業

株式会社レナウン　東京本社/百貨店営業

トライデントデザイン専門学校/非常勤講師

トライデント・外国語・ホテル・ブライダル専門学校/非常勤講師

トライデント・スポーツ医療・看護専門学校/非常勤講師

名古屋理容美容専門学校/非常勤講師

病院、福祉施設等のインテリア色彩計画に従事

名古屋ファッション専門学校/非常勤講師

大同大学/非常勤講師

専門分野 色彩心理、色彩計画、パーソナルカラー、色彩各種検定講師

日本色彩研究所色彩指導者

色彩検定協会色彩検定1級

日本カラリスト協会（検定指導員、色彩診断士、パーソナカラリスト認定講師、トータルカラリスト認定講師）

日本カラーネットワーク協会色彩ピアカウンセラー

日本野菜ソムリエ協会野菜ソムリエ

日本アロマアーチスト協会アロマアーチスト

アメリカ・サイアート・パーソナルカラーティーチャー

イギリス・オーラライト・シニアセラピスト

カナダ・センセーション（カラーセラピストティーチャー、トリコロールカラーセラピストティーチャー）

吉田　名保美

職歴

取得資格


