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A school founded on
creativity and ambition.

Enroll today!!

⽇本で唯⼀"プロブレイダーライセンス®"が取得可能なスクールです



ABOUT US

  講師は⽇本で唯⼀の海外ブラックヘアコンテストの

受賞者。毎年コレクションを制作して⽇本からトレ

ンド発信や、海外のワークショップにも参加をし最

新テクニックやトレンドを⽇本に持ち帰り⽣徒に還

元しています。基本は千葉県柏市にあるサロン

ADDITION-Bでone on one（マンツーマン）講習と

なりますが、スクールへの出講、隣店講習も可能で

すのでお気軽にご相談ください。

Our Courses

プロブレイダーライセンス®が取得できるコースか

ら、スキルアップのための1DAYクラス、

撮影やポートフォリオ作りに役⽴つウィッグ制作コ

ース、メイクアップコースなど、当スクールでしか

得られないテクニックや情報が盛りだくさん！！

 ＊＊＊通信講座あり＊＊＊

当校では、あらゆる⼈種や髪質にも対応できる

技術、知識が学べます。

プロブレイダーライセンス®

C級（初級）、B級（中級）、A級（上級）、 HBA
エデュケーター（認定講師）ライセンスまで取得可

能。プロブレイダーライセンス®は商標登録されて
おり、⽇本で唯⼀認定発⾏できるのは⼀般社団法⼈

H.B.A JAPANのみになります。

＊登録番号第6340171号

OUR HISTORY

⽇本初の本格ヘアブレイディングスクール。講師

のEmmyは過去20年以上、有名プロブレイダーを輩
出しているだけではなく、痛みを感じさせず無駄

のないブレイディング技術"ペインレスブレイド
™”メソッドの考案者。また⽇本だけではなく海外
メディア掲載、海外ブラックヘアコンテストで受

賞するなど技術やセンスが世界で認められている

唯⼀のスタイリスト。その講師より直接指導が受

けられ、誰もがその技術を習得する事が出来るこ

とで定評のあるスクールです。

With hundreds of graduates
working successfully in the

BUSINESS ⼀般社団法⼈H.B.A JAPAN直営スクール

多くの受講者が⽇本各地はもちろん、

海外でも活躍しています。
＊海外進出サポート有り



 

・ヘアエクステスコース (エクステを学びたい⽅向け) ⇨ Page 4

・ブレイダーコース (コーンロウやブレイズなどを学びたい⽅向け）⇨Page 5〜
            プロブレイダーライセンス®取得コース⇨Page 5
            学びたいクラスだけ受講出来る1Dayクラス⇨Page ６〜８
    公認エデュケーターを⽬指すクラス⇨Page ９

・ロックティシャンコース (ドレッドを極めたい⽅向け)⇨Page１０

・特殊パーマコース （理美容師、理美容学⽣限定）⇨Page１１

・ナチュラルヘアコース（カーリーヘアを極めたい⽅向け・理美容師限定）⇨Page １２

・ウィッグ制作クラス各種（⼀般からヘアメイク向け）⇨Page１３〜１４

・メイクアップクラス⇨Page１４

・レベルアップオプション⇨Page１５

・受講までの流れ⇨Page１６

⽬次
当校は⽬的別に様々なクラスやコースをご⽤意しています。

＊初⼼者対応の各クラス、コースに初⼼者マーク が、ついています。



 

HAIR EXTENSION SPECIALIST™ CERTIFICATION
ヘアエクステンション スペシャリスト™コース（エクステを学びたい⽅、サロン導⼊したい⽅向け）

ヘアエクステンション スペシャリスト™ コース
 

⼈⽑100%のエクステをメインに使⽤して⾃然に地⽑に馴染ませ⻑さを伸ばしたり、カラーを⼊れたりする⽅法を学び
ます。編み込み式+シール式。シンプルなコーンロウ、⼈気のあるハートのコーンロウなども学べます。

プロブレイダーライセンスC級取得者は、重複する受講クラスがあるため
エクステンションクラスのみ

通信講座¥20000 + taxで受講出来ます。＊ディプロマ有り   
 

９H ￥１５００００ + tax
動画付きテキスト

ディプロマ発⾏料込み

材料費別途

＊通信講座有り(２時間のスクーリング付き）
￥１０５，０００ + tax

（動画テキスト、ディプロマ発⾏料込み）

スクーリングでの技術確認後、ディプロマ発⾏

 



C級修了者対象コース。じっくり時間をかけ
て本格的にコーンロウ・ブレイズ技術を⾝に

つけると共にブラックヘアの歴史も学べる質

の⾼いプロブレイダーを⽬指す⽅向け。デザ

インブレイズ、デザインコーンロウ、フィー

ドイン、オンブレ、スーパーロングなどスタ

イル作成⼒を⾝に付けるコースです。

ブレイズ 12H
コーンロウ12H
TOTAL 24時間

￥３０４０００ + tax （復習動画付きテキス
ト、ブラックヘア歴史テキスト、ブラックヘ

ア⽤語集（英語→⽇本語）、ディプロマ発⾏

料込み、 材料費別途）
 
 

 

PRO-BRAIDER LICENSE® CERTIFICATION
プロブレイダー ライセンス®取得コース（コーンロウ、ブレイズなどブレイディングを⾝に付けたい⽅向け）

プロブレイダーライセンス®C級
（初級）取得コース

HBAオリジナルの無駄がなく痛みを感じさせな
いブレイディング⽅法”ペインレスブレイド

™”、基本のボックスブレイズ、⽑先加⼯、デ
ザインコーンロウ、エクステ⼊りコーンロウな

どが習得できるプロブレイダー⼊⾨コース。

ブレイズベーシック 3H
アドバンス 3H

コーンロウベーシック 3H
アドバンス 3H
TOTAL 12時間

￥２０００００ + tax （復習動画付きテキス
ト、ディプロマ発⾏料込み、 材料費別途）

＊通信講座有り

(2時間のスクーリング付き）
￥１２０，０００ + tax

（動画テキスト、ディプロマ発⾏料込み）

スクーリングでの技術確認後ディプロマ発⾏

プロブレイダーライセンス®B級
（中級）取得コース

＊通信講座有り

￥２２０，０００ + tax
（上記テキスト、ディプロマ発⾏料込み）

プロブレイダーライセンス®A級
（上級）取得コース

C級B級修了者対象。
ツイスト、ドレッド、クロシェなどベーシッ

クからトレンドスタイルまで学び作成し、ど

の髪質にも対応出来る技術を⾝に付けるマス

ターコースです。特に⽇本ではきちんとした

技術を教えているスクールが全くないウィー

ブ、黒⼈モデルでのヘアケアから施術までの

モニター授業が受けられます。ロックティシ

ャン ライセンス™も同時に取得出来ます。
ドレッド 12H           クロシェ 3H

 フォーロックス 3H     ウィーブ 4H
 ツイスト 3H             モニター授業 6H

TOTAL 31時間
￥３９００００ + tax （復習動画付きテキス
ト、ディプロマ発⾏料込み、 材料費別途）

 
＊通信講座は、只今準備中



スキルアップ1DAYクラス  各3H ¥50000 + tax
★ベーシックテクニック★初⼼者・基礎をしっかり⾝につけたい⽅向け（学びたいクラスだけ選べます）

★ブレイズベーシッククラス★

基本的な編み⽅、痛みを感じさせず早く

編めるH.B.Aオリジナル『ペインレスブレ
イド™』メソッド。

ブロッキングの取り⽅など。

★コーンロウベーシッククラス★

BRAIDS同様、ペインレスブレイド™
の『痛くない・早い・綺麗』に編める

テクニック。バランスの良いブロッキ

ング（ライン）の取り⽅など。

★アフリカンノットクラス★

ノットの作り⽅、留め⽅。全体バ

ランスの良いブロッキングの取り

⽅。

★ツイストクラス★

ベーシックなセネがリーズツイスト

や⽑⽷を使⽤したヤーンツイストを

学びます。

★特殊パーマクラス★

スパイラルや針⾦を使⽤するアフロパー

マなど数種類の巻き⽅。

針⾦アフロはドレッドのベースにも

なります。

＊理美容師、理美容学⽣対象

★エクステンションクラス⼊⾨★

⼈⽑100%のエクステをメインに使
⽤して⾃然に地⽑に馴染ませ⻑さを

伸ばしたり、カラーを⼊れたりする

⽅法を学びます。編み込み式+シー
ル式。

マーク 初⼼者におすすめクラス



スキルアップ1DAYクラス  各3H ¥50000 + tax
★アドバンステクニック★応⽤⼒・デザイン⼒を⾝につけたい⽅向け（学びたいクラスだけ選べます）

★ブレイズアドバンスクラス★

ブレイズの⽑先加⼯。

ストレート、ウェーヴ、カール加⼯の

仕⽅。エクステの継ぎ⾜し⽅など。

★コーンロウアドバンスクラス★

各種デザインコーンロウ。

エクステの⼊れ⽅など。

★ウィーヴィングクラス１★

ウィーヴ⼊⾨編。地⽑に⾃然に馴

染む様にエクステを縫い付けるベ

ーシックテクニック。

4H ¥60,000 + tax

★ウィービングクラス２★

地⽑を全て隠して、前髪やつむじも

作成するテクニック。

5H ¥70,000 + tax

★ドレッドロックスクラス１★

アフロから作るアフロドレッド。

逆⽑の⽴て⽅、エクステの⼊れ⽅など。

＊特殊パーマクラス受講者対象

＊ウィーヴィングクラスのみ

時間と料⾦が変わります。



スキルアップ1DAYクラス  各3H ¥50000 + tax
★トレンドテクニック★いち早く流⾏のテクニックを⾝につけたい⽅向け（学びたいクラスだけ選べます）

★ジャンボブレイズクラス★

⾒せるブロック（トライアングルベ

ース）の取り⽅、⼤きいブロックで

も根元の浮きなく編むテクニックな

ど学べます。

★クロシェブレイズクラス★

地⽑を全部隠してエクステのテクスチャー

を楽しめるスタイル。ベースのコーンロウ

から素材別フッキングの仕⽅など学べま

す。

★ガーナブレイズクラス★

コーンロウに少しづつエクステを

⾜しながら編むテクニック。より

⾃然な編み始めから程よいエクス

テの量の⼊れ⽅など学べます。

★フォーロックスクラス★

地⽑にパーマをかけずストレートで

も出来るドレッドを各種エクステ素

材を使⽤して学びます。

＊ジャンボブレイズクラスは初⼼者向けです

が、他のトレンドテクニックはコーンロウやブ

レイズなど基礎テクニックが必要なアドバンス

クラスになります。



HBA公認エジュケーター™資格取得クラス
HBA EDUCATOR™

プロブレイダーライセンス®A級取得者それに準ずる技術保持者および美容師免許保持者向けクラス。
受講後は、H.B.Aエデュケーター（公認インストラクター）として、⾃サロンその他施設において

プロブレイダーライセンス®取得講座やスクール開講が可能になります。
動画付きのオリジナルテキストもありますので、講師として教えやすいシステムになっています。

 
＊ディプロマ発⾏ ５H ￥２５００００ + tax

C級からA級までの動画付きテキスト
（ブラックヘア歴史、ブラックヘア⽤語集含

む）、

ディプロマ発⾏料込み



ロックティシャン ライセンス™取得コース

LOCTICIAN LICENSE™ CERTIFICATION

ロックティシャン ライセンス™（ドレッドロックスのスペシャリスト）取得コース
 

地⽑の状態が、ストレートからアフロまでのテクスチャー別テクニック各種。ストレート⽑を針⾦パーマでアフロに

してから編むアフロドレッド。エクステを⾜して作るインスタントロックス。インターロックやコームツイスト（リツ

イスト）。クロシェニードルテクニックやスチームロックス、地⽑を傷めずストレートでもできるフォーロックスな

ど。＊アフロパーマも含みます。＊理美容学⽣・理美容師限定   ＊ディプロマ発⾏
 

１５H ￥２５００００ + tax
動画付きテキスト（ドレッドの歴史含む）

ディプロマ発⾏料込み

材料費別途



特殊パーマ スペシャリスト™コース

TEXTURED PERM SPECIALIST CERTIFICATION

特殊パーマ スペシャリスト™コース
 

美容業界で需要が⾼まっているスパイラルパーマ、ツイストパーマをはじめ、

針⾦を使ったスプリングドレッド、パイプドレッド、アフロパーマなどハードパーマを各種学びます。

＊理美容師限定   ＊ディプロマ発⾏
 

６H ￥１０００００ + tax
ディプロマ発⾏料込み

材料費別途

 



ナチュラルヘアスタイリスト™資格取得コース

NATURAL HAIR STYLIST™ CERTIFICATION

ナチュラルヘアスタイリスト™（カーリーヘアのスペシャリスト）資格取得コース
 

地⽑がカーリー、コイリーヘアのテクスチャーの種類を学び、それぞれのテクスチャーにあったヘアケアや

カット法、WASH and GOと呼ばれるセット法、カールを緩くするパーマ、縮⽑矯正などを黒⼈または、
黒⼈ハーフモデルに施術する実践コース＊理美容師限定   ＊ディプロマ発⾏

 

１５H ￥２５００００ + tax
ディプロマ発⾏料込み

材料費別途

 



ウイッグメイキングクラス  3H ¥50000〜 + tax
★海外セレブ御⽤達！海外最新トレンドオリジナルウィッグ作り★ヘアメイク撮影向け

★ウイッグ制作１★

ヘッドピース制作クラス。

ブレイズやドレッドなどの部分ウイッグ

を作成します。

3H ¥50,000 + tax 材料費別途
 

★ウイッグ制作２★

既製のウイッグを加⼯してオリジナル

ウイッグを作成します。

5H ¥70,000 + tax 材料費別途

★ウイッグ制作３★

既製のエクステを使⽤し、フッキ

ングテクニックでウイッグを

作成します。

3H ¥50,000 + tax 材料費別途

★ウイッグ制作４★

フッキングのテクニックを使ってワ

ッフルファイバーエクステを装着、

カール加⼯してオリジナルカールウ

イッグを作成します。 4H x 2⽇
¥120,000 + tax 材料費別途

★ウイッグ制作５★

レースフロントを使⽤して⾃然なブ

ロックと⽣え際のブレイズウイッグ

を作成します。

4H x 2⽇ ¥120,000 + tax 材料費別途



ウイッグメイキングクラス  special★
★海外セレブ御⽤達！海外最新トレンドオリジナルウィッグ作り★ヘアメイク撮影向け

★ウイッグ制作６★

カイリージェナーやカーディーB、リルキムなどのセレブを顧客に持つスタイリス
トTokyo Stylezから⽇本⼈唯⼀直接指導を受けた講師が教えます。⼈⽑エクステを
使⽤した⾃然な⽣え際でまるで地⽑のようなレースフロンタルウイッグを作成し

ます。最新のウイッグ装着法も習えます。

6H ¥120,000 + tax 材料費別途
 

★エアブラシメイクアップクラス★

アメリカDINAIR本社からディプロマ
がもらえるクラス。基本の操作⽅

法、ボディーアート、ヘアアート、

タトゥカバーなど。6H x 2⽇
¥120,000 + tax 材料費込み

★エアブラシタトゥークラス★

エアブラシならではのグラデーションで

作るフェイクタトゥ。オリジナルテンプ

レートの作り⽅など学べます。

 5H ¥70,000 + tax 材料費別途

★マジカルメイクアップクラス★

リアーナの専属メイクアップアーティス

トPriscilla Onoから直接指導を受けた講
師が教える個性を引き出すマジカルメイ

クアップ。⾃然なコントァの⼊れ⽅やヌ

ーディなツヤ肌の出し⽅など。

2H ¥30,000 + tax 材料費別途

メイクアップクラス  



レベルアップオプション
★コンテスト作品応募・独⽴開業サポート・海外進出サポートなど

★コンテスト応募サポート★
国内外のコンテスト出品、応募に向けての出願から

作品制作、撮影に到るまでサポート致します。

料⾦ ASK
 

★ホームページ・フライヤー・

名刺制作★
独⽴開業に必要なホームページ制作な

ど提携業社にてリーズナブルなお値段

で承ります。

★英語翻訳・英会話レッスン★
海外留学や海外移住に必要な書類など

の翻訳や、海外や国内でも外国⼈のお

客様に対応する為に必須な英会話レッ

スンを資格を持つバイリンガル講師か

ら習えます。

Contact us（お問い合わせ）
info@hbajapan.org



★受講までの流れ★
Emailや各種SNSのDMよりお問い合わせやお申込みが出来ます。

（どのクラスを受講するかお悩みの⽅はまずご相談ください。）

↓
希望クラスまたは受講コースを決めたら、最初の受講⽇時を予約する。

                                                                                                                ↓ （受講クラスまたはコースが決まったら、受講料をおしらせします）
受講⽇の１週間前までに決済

↓
受講開始

 
*受講の仕⽅はフレックス制です。まとめて連⽇で受講したり、週１、⽉１でもOK。

ご⾃⾝のペースに合わせて受講出来ます。

 
 

★INSTRUCTOR PROFILE★
⼀般社団法⼈H.B.A JAPAN、ブティックサロンADDITION-B代表。某有名エクステメーカーコンサルタント。

國際理容美容専⾨学校美容科を⾸席で卒業。

⽇本でスタイリストとしてのサロンワークを経て、９０年代始めに単⾝渡⽶。NYにてアパレルショップを経営する傍ら、現地
ブレイダーに⼿ほどを受けブレイディング技術を習得またそれを最善のペインレスブレイド™ 法に改良考案した。現地で結婚、
出産後に帰国し再び美容業に専念、インポートアパレルショップとブラックヘアサロンB-STYLEをオープンし、現在に⾄る。⽇
本でスタンダードになっている"ファイバー""ブレイダー""プロブレイダー""ヘアブレイディング"などの業界⽤語を多く広め
た。ブラックヘアの歴史を含む知識は業界⼀。またハートのコーンロウや⽑⽷を使ったヤーンブレイズの発案者でもある。サロ

ンワーク以外でもブレイディングやメイクアップの講師として活躍。さらにヘアメイクアップアーティストとして撮影に携わ

り、流⾏を国内外にいち早くアウトプットしている。そのスタイルは海外でも評価が⾼く、海外の有名雑誌ESSENCEやBLACK
BEAUTY & HAIR、BLACK FASHIONにも度々取り上げられている。ブラックヘアとメンタルヘルス関連の第⼀⼈者Dr.Afiyaに

師事。⽇本⼈でただ⼀⼈のPsycohairapist（サイコヘアピスト）でもある。
2017年11⽉にLondonで開催されたヨーロッパ最⼤のブラックヘアコンテストBlack Beauty Sensationnel Hair Awardsにて⽇
本⼈初（アジア初）BRAID STYLIST、INTERNATIONAL STYLIST of The Yearの２部⾨ノミネート。INTERNATIONAL

STYLIST of The Year2017受賞★
2018年の同コンテストにおいてもINTERNATIONAL STYLIST of The Year 2年連続ノミネートという快挙を遂げている。

 
 
 

Contact us（お問い合わせ）
info@hbajapan.org


