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また、最新メイク技術である「エアブラシメイク」まで学ぶこ
とができ、世界で活躍するアーティストも取得する「DINAIR
（ダイナエア）」の国際免許も取得できます。

 

!３級ブライダルコーディネート技能検定（国家資格）①
!アシスタントウェディングプランナー検定①
!メイク検定ベイシック①　!着物着付け２級①
!花嫁着付け検定①　!ブライダルフラワー検定①
!ネイリスト技能検定①　!ジェルネイル技能検定①
!認定エステティシャン①
!認定フェイシャルエステティシャン①
!認定ボディエステティシャン①
!認定美容ライト脱毛エステティシャン①　!ダイエット検定①
!ヨガインストラクター３級①
!インナービューティフードアドバイザー①
!薬膳・漢方検定①　!フラワー装飾技能士（国家資格）①
!園芸装飾技能士（国家資格）①　!造園技能士（国家資格）①
!フラワーデザイナー検定①　!グリーンアドバイザー①
!色彩検定①　!サービス接遇実務検定①
!秘書検定①　!日本語ワープロ検定①
!硬筆書写技能検定①

 

■ブライダルビジネス科
　結婚式場／ホテル／ブライダルプロデュース会社／ブライダル
ドレスサロン／メイクスタジオ／ネイルサロン／婚礼サロン／
結婚情報誌会社／ウェディングレストラン／旅行会社／写真館
など

■フラワービジネス科
　フラワーショップ／ホテル・結婚式場（生花部門）／園芸店／
花き市場／造園会社／ガーデン設計事務所／植物園／ハーブ・
アロマショップ／インテリアショップなど

■トータルビューティ科
　化粧品会社／ネイルサロン／エステサロン／写真館／ヨガスタ
ジオ／スポーツクラブなど

 

・日本学生支援機構奨学金制度　・本校奨学金制度
・各種交通機関学生割引制度　　・就職・転職等生涯サポート
・大学編入　　　　　　　　　　・資格取得支援金制度
・企業実習制度

 

ブライダルビジネス科
・社団法人日本ブライダル事業振興協会　会員
・一般社団法人全日本ブライダル協会　会員
フラワービジネス科
・愛知県フラワー装飾技能士会　賛助会員
・日本園芸療法研修会　会員　他
トータルビューティ科
・日本エステティック協会　会員
・国際ホリスティックセラピー協会　会員

取得資格と合格状況

卒業後の進路状況（２０２１年度卒業生実績）

特典

認定校

学校法人　菊武学園

専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院

〒４６２‐８５８０　名古屋市北区平安２‐１５‐４３

TEL（０５２）９１７‐８１４１（入学相談室）　FAX（０５２）９１５‐４５６８

ホームページアドレス　https://nwfb.ac.jp/

Eメールアドレス　kouhou@nwfb.ac.jp

■本物の教育
「本物」の幸せプロデューサーを目指し、教育方針である「本
物志向の教育を実践」しています。
ブライダルビジネス科は「本物の結婚式」をプロデュース、フラ
ワービジネス科は「フラワーショップ」の運営、トータルビュー
ティ科は「ビューティサロン」の運営をはじめとする、たくさん
の実習を実施。新聞やテレビで取り上げられることもあります。

■本物の教職員
ブライダル、フラワー、ビューティ分野の第一線で活躍されて
いるプロの講師陣が「本物の人材」を育てます。

■本物の施設
学校内に本格的なチャペルやメイクルーム、最新ドレスを含む
２２０着超のドレスを揃えたドレスルーム、ネイルサロンをそのま
ま再現したネイルルーム、最新機器が揃うエステルーム、フラ
ワーショップと同じ設定で実務的なフラワースタジオなどを完
備し、学校での授業にもリアリティを持たせます。

 

■ブライダルビジネス科（昼２年・男女）
!ウェディングプランナーコース
ブライダル業界研究、ドレスコーディネート、接客マナーなど
ウェディングプランナーに必要なスキルをすべて学習し、お二
人やゲストにとって、最高のセレモニーを演出できるプロ
デュース力、豊かな発想力を身につけます。

!ドレス・ヘアメイクコース
※２年からドレスコーディネーター専攻とブライダルヘアメイ
ク専攻に分かれます。
ブライダル衣装はもちろん、アクセサリー、ブーケ、小物まで
トータルに制作・コーディネートできる技術とセンスを磨きま
す。また、ヘアメイクやブライダルエステ、ブライダルネイル
など、花嫁を最大限に美しくするスキルを身につけます。

■フラワービジネス科（昼２年・男女）
!フラワーウェディングコース
ブライダルの知識を習得しながら、最高の一日を花でコーディ
ネートするプロを育成します。

!フラワーデザインコース
フラワーショップで販売するアレンジや花束、ブーケやブート
ニアなど花を演出する技術を総合的に習得します。

!ガーデンデザインコース
植物の種類や育て方、管理の方法、
デザイン画の作成から施工にいた
るまで、園芸・ガーデニングのス
ペシャリストを目指します。

■トータルビューティ科
　（昼２年・女）
ヘアメイク、エステ、ネイルのプ
ロの技術を習得する「ビューティ」、
美しいボディラインをつくる「ボ
ディ」、食や心について知り、体内
からキレイになるインナービュー
ティを目指す「ヘルシー」、この
３つをすべて学ぶことができます。

学科説明

・ＪＲ中央線大曽根駅下車西へ
徒歩３分
　（名古屋駅からJRで１２分）
・名鉄瀬戸線大曽根駅下車西へ
徒歩３分
・地下鉄名城線大曽根駅下車西
へ徒歩３分
・地下鉄名城線平安通駅下車東
へ徒歩５分
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名古屋ウェディング＆
フラワー・ビューティ学院
名古屋ウェディング＆
フラワー・ビューティ学院

上前津

ブライダル・フラワー・トータルビューティのプロを育てる

〔理事長〕高木 弘恵 〔校長〕中川 信子 入学相談室係

本校の特色

本校への交通機関就職状況（２０２２年３月１日現在）

２０２０年度２０２１年度

１３９１５６卒業者数

１２５１４０就職希望者数

１１７１３４関連分野　 就職者数

８６関連外分野 就職者数

０１進学者数

２１２２００求人会社数

２８０３００求人人数
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学科・コース名
（昼・夜）

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入学

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入学
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入学

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

■トータルビューティ科■フラワービジネス科
!フラワーウェディング
!フラワーデザイン
!ガーデンデザイン

■ブライダルビジネス科
!ウェディングプランナー
!ドレス・ヘアメイク

昼２年昼２年昼２年

４０名（女子）４０名８０名

２０２２年１０月１日!～２０２３年３月１７日!（定員次第締切）

各高等学校の基準に準じます。

書類審査　場合により面接（前年実績）

２０,０００円　※ただし、ステップアップセミナー申込をした者、または特待生選考を志願した者は免除

なし（昨年度は８割は推薦）

専願

２０２２年１０月１日!～２０２３年３月１７日!（定員次第締切）

書類審査・面接（個人１５分程度）（前年実績）　

２０,０００円

有（専・６/１!～・募集定員の２０％）

　９００時間～１,２００時間　９００時間～１,２００時間　９００時間～１,２００時間

３０時間～４０時間（週５日制）３０時間～４０時間（週５日制）３０時間～４０時間（週５日制）

１５０,０００円１５０,０００円１５０,０００円

８００,０００円（前後期分割納入）８００,０００円（前後期分割納入）８００,０００円（前後期分割納入）

１２０,０００円（　　　〃　　　）１２０,０００円（　　　〃　　　）１２０,０００円（　　　〃　　　）
・教材費（２年間分：学年・前後期分割納入）ウェディングプランナーコース３００,０００円、ドレス・ヘアメイクコース３４０,０００円、トータルビューティ科３００,０００円、フラワービジネス科５００,０００円
・教科書代：各学科・各コースにより異なるが約３０,０００円（２年間で）

・学生諸費（行事研修旅行積立、後援会費など）約８０,０００円/年　・海外研修費（希望者）別途必要

３２名（常勤　１０名　非常勤　２２名）教　　員　　数平成７年４月１日創立

［２０２１年度］　２７６名（男子　３名　　女子 ２７３名）
在籍学生総数

平成７年３月１５日認可

［２０２０年度］　３０５名（男子　７名　　女子 ２９８名）学校法人　菊武学園法人名称

４,８０５．４９㎡校舎面積商業実務専門課程、文化・教養専門課程課程名

９階建鉄筋コンクリート建物の構造業界と直結した教育プログラムや業界での体験実習
など、実践教育を主に教育活動を展開し、学生自身
が自分でも驚くような成長と変化を経て、卒業後は
プロフェッショナルとして働く幸せと生涯生きてい
く力を獲得する。

建学の精神（沿革）
教育方針

無寮

フラワースタジオ、チャペル、メイクルーム、ドレスルー
ム、ブライダルサロンルーム、エステルーム、ネイルルー
ム、ドレスクチュールルーム、ショップ実習室、フラワー・
アトリエ、コンピュータルーム、視聴覚教室、学生サロン、
多目的大ホール、他

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!特待生制度（奨学金と併用可能）
　特待生選考結果により最大４０万円学費減免
!日本学生支援機構
!各種新聞奨学生
!日本政策金融公庫及び銀行の教育ローン紹介
!高等教育の修学支援新制度

!海外研修（ロサンゼルス・ハワイ）
!国内研修（沖縄・京都・東京など）
!学科別研修旅行
!校外実習
!職場実習
!模擬結婚式

就職オリエンテーション、業界説明会、各種就職
対策講座、校内企業説明会、インターンシップ、
個別面談などを実施するとともに、業界を熟知し
た進路指導課と各学科の担任のきめ細かいサポー
トで、一人ひとりの希望と適正に合った就職先を
斡旋します。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

◆体験入学　１１：００～１５：００
４/１０!※１、４/２３!、５/７!、５/１４!、５/２２!※２、６/４!、６/１２!※１、６/１８!、６/２５!※２、７/２!、７/９!、７/１６!、
７/２３!、７/２９!、７/３１!、８/３!、８/６!、８/１１（祝・木）※１、８/２０!、８/２７!、９/４!※１、９/１０!、９/１７!、９/２３（祝・金）※１

※１：学校説明会　１０：００～１３：００　　※２：学校説明会　１３：００～１６：００
◎イベントにより、開催時間が異なる場合があります。詳しくはHPをご覧ください。
模擬結婚式＆披露宴・ヘアメイク・ネイル・エステ・フラワーアレンジなどを体験できるチャンス!!　※事前にお申込ください。
　個別相談では入学方法・就職・資格など何でもお答えします。
　☆上記以外の日でも個別入学相談、キャンパス見学、オンライン相談など事前にご連絡頂ければ大丈夫です。
　☆申し込み・問い合わせ先　ＴＥＬ０５２（９１７）８１４１　入学相談室　ホームページhttps://nwfb.ac.jp/

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

商業
実務
分野


