実践カリキュラム

就職とキャリア
増永 聖貴

◆ 業界トップクラスのデザイナーによる特別授業＆直接指導

2000年卒

(熊本県立玉名工業高等学校 出身）

「ATSURO TAYAMA」デザイナー田山淳朗先生（パリコレクションデザイナー）やネ・ネットデザイナー髙島一精先生等、業界

（株）ユナイテッドアローズ
グリーンレーベルリラクシング
メンズ事業部デザイナー

トップクラスのファッションデザイナーの特別授業を、１年次から全員が受講することができます。また、少人数制だから学
生全員が直接指導も受けることができ、実力を身に付けるチャンスが広がっています。

［キャリア］
ニット、カットデザイナー（他社）
⇒ 布帛パタンナー（他社）⇒ 現職

服のデザインだけでなく洋服を着る事でスタイルを創る
現代においてファッションは、
「衣、食、住、遊、知」すべてを含んでいます。
「衣」だけ
を切り離すことはできません。また、ファッションはコミュニケーションツールで
もあります。時代が求めているものを創造するために「衣」以外にもアンテナを高
く、多角的に物事を考え、時代とのコミュニケーションが非常に重要です。服を単に
売るのではなく、売ることを通してライフスタイルを提案し、服をデザインするこ
とでライフスタイルをデザインしましょう。

◆ 本校独自の業界インターンシップ
（滞在費原則学校負担）

田山淳朗先生アトリエ（クロスプラス株式会社）やネ・ネット（イッセイミヤケグループ会社エイ・ネット）企画室など、各自の
進路や目標に合わせて本校独自の長期インターンシップを全面的に支援します。地方都市において業界第一線の企業で実務
経験ができることは、大きなアドバンテージになり、自信を持って就職活動に臨むことが出来ます。

田畑 敏子

2009年卒

(鹿児島学芸高等学校 出身）

（株）ニコル
179/WG 企画責任者

小林 博子

学生時代に身に付けた技術が今の自分を支えている
179/WGの企画責任者として、レディースヤングカジュアルブランドのMDを
中心に販促・VMD・Eコマース等、幅広い業務を行っています。
ヒロデザ在学時には、テクニカル科を1年経てデザイン科に編入し、特に技能
五輪に力を入れて取り組み、縫製技術を磨き全国技能五輪では、金賞を獲る
ことができました。在学中に身に付けた技術が今の自分を支えています。

2008年卒

(熊本県立八代高等学校 出身）

（株）ニコル 179/WG

◆ 業界コラボの実践カリキュラム

熊本PARCOとコラボした、オリジナルブランドショップを出店。在学中にデザイナーデビュー！デザイナーやパタンナーと

企画・デザイナー

デザインから生産管理、
コスト交渉まで、
一括
して担当しています。
感性だけではなく、
管理
能力や、
交渉力、
プレゼン力なども求められて
います。
ヒロデザイン専門学校では、
幅広い知
識、
技術を身に付けるだけではなく、
即戦力と
なり得る実践的な取り組みがあり、
そのときの
学びが今でも私の仕事の基盤となっています。

緒方 希重

2014年卒

(熊本県立熊本北高等学校 出身）

（株）ファイブフォックス

パタンナー

ファッション業界で働くといっても、多くの
仕事があり、一着の洋服が出来上がり、お客
様の元に届くまで、多くの人が関わっていま
す。その中でパタンナーの仕事を通して、
自
分が担当した商品が店頭に並ぶ喜びや、
日々、パターンの知識を深めることが出来る
楽しさを実感しています。

しての腕試しのチャンスが１年次から広がっています。

冨田

龍

2015年卒

(早稲田大学 中退）

（株）ムーンスター
デザイナー
ヒロで学んだことは、モノづくりの大切さで
す。一つのモノを作り上げるには膨大な手
間と時間が必要です。学生時代にモノづく
りを経験できたからこそパタンナーやエン
ジニア、工場の方々に敬意を持ってデザイ
ンすることができていると思います。

浦田

晃太郎

2017年卒

(熊本学園大学付属高等学校 出身）

（株）ジョンブル

企画・デザイナー

SNSなど情報溢れる社会だからこそ、ネット
だけの情報にとらわれず、実際に目で見て、
物事を体感して、
自分のフィルターを通し服
に昇華させる事が重要だと思います。
それが
自分のものになった時、アイデンティティが
生まれ、
仕事で役に立つチカラになります。
僕も
学生生活の多くの経験が活かされています。
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実践カリキュラム
◆ 業界と連携した質の高いインターンシップ研修

ファッションアドバイザーは、お客様一人ひとりの個性や要望に合わせた的確なアドバイスや質の高い接客サービスが求め
られています。質の高い接客サービスが求められる百貨店等でのインターンシップ研修、売り場実習、ディスプレイ演習を通
して、現場で必要とされる即戦力を磨きます。

就職とキャリア
坂口 泰治

2002年卒

（鎮西高等学校 出身）

（株）ファイブフォックス

トレーナー

［キャリア］ 販売職 ⇒ サブ ⇒ 店長 ⇒ 現職

お客様と商品をつなぐ架け橋でありたい
販売員とは、商品情報をお客様に伝え、お好みや目的に合わせコーディネートし、お客様の手助けをする。言わば、
お客様と商品をつなぐ「架け橋」のようなものです。お客様に商品の取り扱い方法やコーディネートのカラーバラ
ンス、シルエットバランスなどをアドバイスする際にヒロ・デザインで学んだ専門知識が活かされています。
現在、トレーナーという職務に就き、熊本を中心とした５店舗の販売指導、品揃え、売り場作りを主な業務とし、今
では、マネジメントする側に立ち頑張っています。ファッション業界での仕事は奥が深く、楽しさとやりがいを持
てる仕事です。皆さんも夢を追いかけて頑張ってください。

鶴田 大士

2005年卒

（鎮西高等学校 出身）

◆ 業界の最新動向・トレンドを取り入れたカリキュラム・特別授業

常に移り変わるファッションビジネス業界において、最先端のEC関連業務やSNS・AIを活用したマーケティング手法など情報
流通分野のカリキュラムや特別授業を取り入れ、デジタルツールを活用した情報発信力を養い、次世代のファッションビジ
ネスに精通した人材を育成します。

（株）ワールドストアパートナーズ
THE SHOP TK
店長・教育担当

服の楽しさを伝える仕事

［キャリア］
ファッションアドバイザー
⇒ 店長 ⇒ 現職

坂口 愛理沙

私は、ワールドストアパートナーズで店長を務め、また、インストラクターとし
て社員に対しての教育研修を行っています。元々ファッションが大好きで、自分
の知らない服の世界を広げたい！とヒロに入学しました。ここで培った事が今
の自分に繋がっていると強く感じています。
お客様はもちろん、共に働く仲間へ「服の楽しさ」を伝えています。
十人十色という言葉があるように、様々な『色』＝『自分』を持っている仲間と刺
激し合い、自分の夢に向かって頑張ってください！

2012年卒

（熊本市立千原台高等学校 出身）

（株）サンエー・ビーディー
JILL by JILLSTUART
ファッションアドバイザー⇒サブ
（店長代理）

◆「オリジナルセレクトショップ」
を企画・運営！百貨店やファッションビルに期間限定で出店

専門的に学んだ知識と技術の集大成として、オリジナルセレクトショップの企画・運営を実践。マーケティング調査・分析か
らショップを企画し、品揃え計画、出店交渉、バイイング、プロモーション、VMD、販売実務にいたるまで、ファッションビジネ
スの一連の流れを実践的に学び、バイヤーやディレクター、プレス等といった、将来のキャリアアップに活かします。

ヒロではファッションビジネスはもちろ
ん、カラー、素材、販売技術などファッショ
ンアドバイザーとしての仕事の流れをしっ
かりと学べ、現在の仕事にとても役立って
います。
業界にはたくさんの先輩、
仲間たち
が頑張っています。
それが私の支えであり、
ヒロ卒業の良さでもあります。皆さんも安
心して夢へ向かって踏み出してください！

渡辺 美月

2013年卒

1999年卒

M＆S(株) Annan メンズバイヤー
大手アパレルファッションアドバイザー
⇒セレクトショップメンズバイヤー
ヒロを卒業後、大手アパレルでファッショ
ンアドバイザー等を経験し、現在は、セレ
クトショップで、パリコレクションブラン
ドのメンズバイヤー。
将来、自分のショップを持ちたい人は、人
と人との関係を大切に、お客様と向き合っ
て、現場に立って触れ合うことからステッ
プアップしてください。

堀 ななみ

2014年卒

（熊本市立必由館高等学校 出身）

（宮崎県立小林秀峰高等学校 出身）

（株）
エイネット mercibeaucoup,
ファッションアドバイザー⇒サブ
（店長代理）

（有）スペース・シー
スタイリスト

販売職は「服を売る」仕事ですが、実際はそ
んな単純な仕事ではなく、とても奥深い職
業です。接客には正解がなく、そのお客様
にとっての正解を探すのはとても大変なこ
とではありますが、お客様に笑顔で「ありが
とう。また来るね。」と言って頂けた時には
心からこの仕事をやっていて良かったと感
じます。皆さんもヒロに入り、やりがいのあ
る仕事を見つけて欲しいなと思います。
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大山 真吾

（熊本県立荒尾 ( 岱志 ) 高等学校 出身）

"スタイリストになる"という思いで入学
しました。ファッション流通ビジネス科で
は幅広い知識や技術を身につけることが
でき、実際に自分たちの手で、ショップ企
画から仕入れ、店舗運営までを行う、セレ
クトショップを展開することができたこ
とはとても貴重な経験となりました。自分
の思いを持ち続け、努力することの大切さ
を学んだ２年間でした。
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実践カリキュラム
◆ 業界プロが直接講義&指導

結納から挙式・披露宴までの婚礼業務、挙式スタイル、フォーマル、接遇マナー、サービス実務など ブライダル・サービス業界
の専門知識と技術を業界プロの直接講義&実習・演習、校外実習で学び、即戦力でブライダルプランナー、ドレスコーディネー
ター、ホテル業界を目指します。

就職とキャリア
上田 彩乃

2013年卒

（熊本市立必由館高等学校 出身）

ザ・ニューホテル熊本（旧ホテルニューオータニ熊本） ウェディングプロデューサー

たくさんの笑顔が溢れる仕事です
私は現在、ウエディングプロデューサーとして、お客様の一生に一度の門出をお手伝いすることができ、たく
さんの笑顔が溢れるこの仕事にとてもやりがいを感じています。ヒロでは、ブライダルに関しての基礎知識、
実際の現場でのインターンシップや実習など、在学中はそれぞれの専門分野で活躍されている先生方から多
くのことを学び、卒業時に学生だけで企画運営した模擬披露宴は今でも思い出に残っています。このような経
験を活かし、今では格式のあるホテルウエディングからアットホームなパーティなど、お客様のご要望に合わ
せた幅広い提案ができています。

濱武 沙耶香

2015年卒

（東海大学付属熊本星翔高等学校 出身）

◆ 多彩なインターンシップ
（ホテル日航熊本、
ユウベルグループ他）

ウエディングボックス 光の森店店長
振袖スタイリスト

ホテル・専門式場それぞれの会場でサービスから婚礼にいたる様々な業務を１年次から経験し、会場の特色や業務の内容、流

お客様のしあわせ創りを第一に考え、成人式や結婚式など、人生の大きな
節目となる大事な大事な記念日をお手伝いしています。現在は振袖スタイ
リストとしてお客様のお着物のコーディネートから着付けまでをサポー
トしています。ヒロに入学し、一生ものの友人と出会うことができまし
た！それは私にとって大きな財産です！

れなどを実践的に学び、２年次では、それぞれの進路に合わせた企業や職種でのインターンや、ブライダル企業での実習で即
戦力を磨きます。

木村 恵理

2015年卒

（ルーテル学院高等学校 出身）

メルパルク熊本
ドレスコーディネーター ⇒ プランナー

◆ 模擬挙式・披露宴をプランニング。
トータルでブライダル・サービス業務を実践

専門的に学んだ知識と技術の集大成として、模擬挙式・披露宴をコンセプトに合わせて、挙式イメージ、演出、進行、ドレス

私たちの仕事は感動と幸福を生み出すクリエーター

ドレスコーディネーターとして就職し現在
はプランナーとして勤務してます。
ブライダ
ルの仕事は、新郎新婦お二人の人生第２の
スタートをお手伝いできるとてもやり甲斐
のある仕事です。正直たいへんなことも多
く、一生に一度の重大な仕事ですが、新郎
新婦のお二人が結婚式を楽しみに準備して
いる姿をみると、一生の思い出になる結婚
式にしようと、力が湧いてきます。

田上 佳奈

2015年卒

（熊本県立八代高等学校 出身）

ホテル日航熊本
サービス

ヒロで学んだ様々な知識を基に、お客様に
喜んでいただけるよう、笑顔の接客を心が
けています。
皆さんもヒロで夢の実現を目指してください。

コーディネート、ブーケや会場装飾にいたる全てをプランニング。ブライダル業務の全てを学生主体で取り組むことで、専門
的な知識や技術を実践的に身につけるだけでなく、主体性や責任感、協調性など、社会人としての意識も向上します。

桑田 有理

2016年卒

（八代白百合高等学校 出身）

ザ・ニューホテル熊本
（旧ホテルニューオータニ熊本）
ウエディングプロデューサー
ブライダルフェアでは、参加されたお客様
に、会場の魅力や特徴を伝え、ここで結婚
式を挙げたい！と思っていただけるようご案
内を致します。また、ブライダルフェアの企
画や会場コーディネートも大切なお仕事で、
ヒロで学んだテーマに合わせたコーディ
ネート提案は、
お客様とのイメージの共有が
出来るのでとても役に立っています。
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上村 まりな

2015年卒

（慶誠高等学校 出身）

ユウベル（株）
マリエール神水苑
施行・サービス

一人前のサービスができるようになるた
め、国家資格を取得中です。
自分のスキルが上がる度、お客様を笑顔に
する数が増える気がします。
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