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ビューティーモードカレッジ

ケータイ・スマホで
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●理容・美容・メイク・エステ 94P
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キレイをつくりながら、キレイになれる
美容師・ブライダル・メイク・ネイル・エステが学べる！

学校法人 KBC学園　厚生労働大臣指定

ビューティーモードカレッジ専修
学校

■所在地・問合せ先／〒900-0034 那覇市東町23-5　　  0120-764-260
http://www.bmode.ac.jp/　e-mail : b@bmode.ac.jp

学　ぶ 資　格

◎ヘアデザインコース（男女）
東京都内に９店舗を展開する人気サロン
PEEK-A-BOOの一流のカット技術を学ぶ
事が出来ます。４０年以上培ってきた独自
のカット理論とテクニックを、カットデザイン
中心に技術習得を目指します。
◎メイク・ブライダルコース（男女）
メイクアップアーティスト・ブライダルヘア
メイクになる為の専門性を高めたい方へ
おすすめ。ブライダルや様々なシーンに
あわせたメイクから和装・洋装の着付け
などを専門的に習得できます。
◎ネイル・アイラッシュコース
アイリストやネイリストを目指すコース。
近年、需要が増えているアイラッシュ
（まつげエクステ）やネイルの知識や
技術を基礎から学び、オールマイティー
で活躍できる人財を育成します。

エステティシャンやビューティーアドバイザー
（美容部員）、ネイリストのプロフェッショナル
を目指す学科。知識や技術を実践形式で
身につけ、1年半でエステ・メイク・ネイルの
全てでプロとして活躍できるまでになり
ます。最後の半年は、自分自身で高めたい
分野を選択し磨きをかけます。

就　職

※交通費補助制度が利用できます。
お問い合せ先

0120-764-260
ナローヨ　　　プ  ロ

4/22(土)、5/13(土)、6/3(土)、6/17(土)、
7/1(土)、7/15(土)、8/5(土)、8/19(土)、
9/2(土)、9/16(土)、10/14(土)、
10/28(土)、11/18(土)、12/18(月)

※日程は変更になる場合があります。

2024.1/20(土)・2/23(金)・3/9(土)・23(土)

97.8%97.8%
★主な就職先（2022年3月卒業生実績）★

2年制・昼

もっともっとB'modeのことを知りたい方は
オープンキャンパスへ参加しよう!

毎月開催中毎月開催中

トータルビューティー科（女子30名） 2年制・昼

（　　　　　　 80名）全コース合わせて美容科

【取得資格】JMAメイクアップ技術検定試験1級、JMAシュウ ウエム
ラメイクアップ技術検定、JNECネイリスト技能検定試験1～3級、ＪＮＡ
ジェルネイル技能検定試験初級、JNA認定ネイルサロン衛生管理士、
AJESTHE認定エステティシャン資格、社団法人日本アロマ環境協会アロマ
テラピー検定1・2級 他

【取得資格】美容師国家資格、MSOJ（日本メイクアップ連盟）主催
メイクアップ検定3級、准福祉理美容士資格 他

◎ヘアデザインコース

【取得資格】美容師国家資格、JNECネイリスト技能検定試験3級、
JNAジェルネイル技能検定試験初級、准福祉理美容士資格　他

◎ネイル・アイラッシュコース

【取得資格】美容師国家資格、MSOJ（日本メイクアップ連盟）主催
メイクアップ検定２・３級、准福祉理美容士資格 他

◎メイク・ブライダルコース

美容科

トータルビューティー科トータルビューティー科
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ドカレッジの確かな実績
!!ビ

ュー
ティ
ーモー

ドカレッジの確かな実績
!!求職者

88名就職

2022年
3月末実績

OPEN CAMPUS

日  

程

資格・検定等の高い合格率
美容師国家試験

合格率 100％100％ R4.3月発表
65名全員合格

㈱リップス（LIPPS）、OCEAN TOKYO、㈱柿本榮
三郎美容室（kakimoto arms）、ZeLo、㈱シーホース
ジャパン、㈱アッシュ、㈱ケンジ、MORROWS㈱
（Hair Lounge THREE BEE）、沖縄ワタベウェ
ディング㈱、㈱BIANCA WEST、㈱不二ビューティ
（たかの友梨）、㈱ソシエ・ワールド、ＴＢＣグループ㈱、
JOB SHOP㈱（NailSalon MARCH）　他

高い就職率

データボックス

ビューティー
モードカレッジ
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●初年度納入金（2023年度生）
○入学金 ……………… 100,000円
○美容科 ………………… 865,000円
○トータルビューティー科……820,000円
※その他にテキスト代、消耗品代、県外研
　修費用（希望者）等が必要です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●制度
○特待生制度
○進学応援制度（5万円免除）
○家族割引特典制度（5万免除）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●その他の特典・奨学金制度
○KBC学園校友会奨学金制度
○日本学生支援機構（JASSO奨学金）
○KBC学園グループ提携学費ローン（ジャッ
　クス、オリエントコーポレーション、オークス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●コンテスト
◎第19回全国理美容学校「kawaii]選手
　権大会　4名入賞
　日本メイクアップ連盟理事長賞・・・・1名
　優秀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1名
　準優秀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1名
　敢闘賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1名
◎2022第19回レジーナフォトコンペティ
　ション　14名入賞
　最優秀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
　優秀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3名
　入選・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
　準入選・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6名
　敢闘賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●オープンキャンパス参加特典！
①B’mode進学応援制度
　学費５万円免除カード（１月～１０月）
②最大10,000円支給
　交通費補助制度
　（地域によって支給額が異なります）
③総合型選抜入学エントリーシート
　（１月～１０月）

那覇OPA、市外線バスターミナルより、徒歩
3分。モノレール旭橋駅より徒歩3分。

ダブルツリー
byヒルトン那覇
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琉球調理精華専門学校
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調理の基礎と高度な調理力を身につける
実践的な授業で幅広い知識を学び、
即戦力として活躍できる食のプロを目指し
ます。調理特別授業では通常カリキュラム
にはない、特別講師による卓越した技術
を体感することができます。

沖縄ならではの琉球料理から、日本
料理、西洋料理、中国料理、製菓の幅広い
技術と知識を習得し、「食」の幸せづくり
や豊かな発想力を育てます。さらに現場を
意識した実習で、プロの講師陣がひとり
ひとりをスペシャリストへと導きます。

現場のプロが直接指導！より専門的な
技能を持った製菓・製パン職人の育成を
目的とした、実習重視型カリキュラムが
ポイントです。基礎からしっかり学び、技術
を確実に習得します。また、在学中に「製
菓衛生師」の資格取得も目指します。

オープンキャンパス

2023年4月新校舎へ移転！
学習環境がさらに充実！

学　ぶ

学校法人　みのり学園　　　　　厚生労働大臣指定

■所在地・問合せ先／〒901-2102 沖縄県浦添市前田3丁目15番3号 TEL : 098-970-4950 FAX : 098-970-4951
https://minori-gakuen.ac.jp/ryucho/　e-mail : chouri@minori-gakuen.ac.jp

琉球調理製菓専門学校

就　職

“食”の現場を熟知したプロが、直接指導。プロの
本格的な技や上質な感性を間近に体験。実習中心
で実践力が身につきます。

オープンキャンパスでは、学校説明会の他、
実習・試食が体験できます。詳しい日程は、
ホームページをご確認ください。

特別授業が豊富！特別講師による卓越した技術を
体験できる特別授業は、通常カリキュラムにはない
技術・技能が学べます。

レシピ作成・原価計算から仕上げまで、自分たちで
考え取り組む作品展。それぞれの学科で実施し、
琉調で学んだ知識と技術の成果を発表。

授　業
実習中心のカリキュラム

充実した特別授業

個人作品展・グループ作品展

TEL：098-877-4980

琉調

ホームページ：
［琉調］で検索♪

製菓製パン専門士科 2年・40名

調理師科 1年・40名

調理専門士科 2年・40名

うなぎ料理「鰻作」／OZ～shouzu sweets～／
BISTROT C'est  bon!／浦添市立
学校給食センター／沖縄第一病院／
日清医療食品（株）／県高等学校家庭
科教諭／おおな愛児保育園 など

自営店開業・
その他

ル・パティシエ・ジョーギ／ケーキの店 
Duo／オハコルテ／Patisserie H.Yuji／
PANT IME／パティスリーアカヒロ／
金城ベーカリー／デザートラボ ショコラ／
マキシム オキナワ

製菓・
ベーカリー
関係

銀座 懐食みちば／LA BETTOLA da 
Ochiai／ひらまつ／赤坂 四川飯店

レストラン
関係

ハイアットリージェンシー那覇沖縄／ハイ
アットリージェンシー瀬良垣アイランド
沖縄／ハレクラニ沖縄／ホテルJALシティ
那覇／ホテルコレクティブ／ザ・リッツ・
カールトン沖縄／ヒルトン沖縄北谷リゾート／
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

ホテル関係

（2023年4月 琉球調理師専修学校より校名変更）

琉球調理製菓
専門学校

●エネオス

サンレー中央
紫雲閣●

●
浦添分散型
エネルギー
株式会社

ローソン
●

●
ケーキハウス・
ナシロ

てだこ浦西駅

データボックス

ゆいレール「てだこ浦西」駅 徒歩6分/琉球バス56番・
那覇バス25番「前田入口」バス停下車 徒歩5分

●初年度納入金（2023年度）
調理専門士科…………………… 1,050,000円
調理師科 …………………………… 1,050,000円
製菓製パン専門士科……… 1,050,000円
（入学金、実習材料費、教材費その他の
費用を含みます。）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●学費サポート
・「高等教育の修学支援新制度」認定校！！
・日本学生支援機構奨学金
・沖縄振興開発金融金庫
・各金融機関 教育ローン
※本校までお気軽にご相談ください。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●減免制度
親子・兄弟・夫婦同時入学時、入学金
計6万円免除
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●取得資格
【調理専門士科】
調理師免許/専門士/専門調理師学科
試験免除/調理師養成施設助手/食品
技術管理専門士/料理技術検定上級/
食品衛生責任者/食育インストラクター/
介護食士3級/沖縄食材スペシャリスト/
サービス接遇検定3級
【調理師科】
調理師免許/専門調理師学科試験免除/
料理技術検定上級/食品衛生責任者/
食育インストラクター/介護食士3級
【製菓製パン専門士科】
製菓衛生師受験資格/専門士/2級
洋菓子製造技能士受験資格/2級和菓子
製造技能士受験資格/2級パン製造技
能士受験資格/パティスリーラッピング/
カフェクリエーター3級
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