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◯ ブライダル論
◯ フォーマル
◯ ブライダルマーケティング
◯ ホスピタリティ
◯ サービスマネジメント
◯ ブライダル企画
◯ ブライダルワーク
◯ ブライダルコーディネート
◯ 空間デザイン
◯ 英会話
◯ ブライダルビジネスコミュニケーション
◯ 一般教養
◯ カラー 等

ブライダル業界の第一線で活躍するプロ講師から実践的に学び、
ブライダルプランナー、ドレスコーディネーター、ホテル・サービス業界を目指す

１年次では、ブライダルの専門知識やフォーマル、
接遇・マナー、サービス実務、メイク・着付けなど
を業界プロの直接講義＆実習・演習、校外実習など
でブライダル全般の基礎知識・技術を学びます。
１年次から、ブライダル業界の幅広い職種を有
名ホテル・専門式場でのインターンシップで経
験し、それぞれの会場の特色や業務内容、流れ
などを実践的に学びます。
２年次では、それぞれの進路に合わせた企業や
職種で長期インターンを実施。実践的な力に磨
きをかけます。また、ブライダルプランニング
演習や模擬挙式プランニングを通して専門的
な知識や技術を実践的に身に付け、主体性や責
任感、協調性、コミュニケーション力などの社
会人としての意識も向上させます。

ポイント

◯ ブライダルプランナー
◯ ドレスコーディネーター　
◯ フラワーコーディネーター　等

［就職実績］
ホテル日航熊本、ユウベル（株）　他
⇒　詳しくは、Ｐ23へ

めざす職種 

◯ 専門士
◯ ABC協会認定ブライダルプランナー検定１級・２級
◯ フォーマルスペシャリスト検定準2級
　 ブロンズライセンス
◯ ファッション色彩能力検定２級・３級 等

⇒　詳しくは、Ｐ24へ

取得できる資格

主なカリキュラム

目標と学び

◆

◆

◆

ブライダルプランナー、ドレスコーディネーター、ホテル・サービス業界で必要とされる幅広い知識と技術、
ホスピタリティを、業界の第一線で活躍するプロから学び、ABC協会認定ブライダルプランナー検定１級取得
レベルを目指します。
有名ホテル、専門式場などの幅広い職種でのインターンシップを通し、業界理解と専門性を深め、模擬挙式の
企画・運営・実習で実践的にプランニングを学び、即戦力を身につけます。

ブライダル科（専門士 ２年課程）

ブ
ラ
イ
ダ
ル
科
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就職とキャリア

19 20

実践カリキュラム

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。

◆ 業界プロが直接講義&指導

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
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。

◆ 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）

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
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。

◆  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

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！

私たちの仕事は
感動と幸福を生み出すクリエーター

濱武  沙耶香

ウエディングボックス  光の森店店長
振袖スタイリスト

2015年卒
（東海大学付属熊本星翔高等学校 出身）

上村  まりな

ユウベル（株）
マリエール神水苑
施行・サービス

2015年卒

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。

（慶誠高等学校 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

桑田  有理 2016年卒

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。

（八代白百合高等学校 出身）

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。

田上  佳奈

ホテル日航熊本
サービス

2015年卒
（熊本県立八代高等学校 出身）

ヒロで学んだ知識や実践的な接遇マナー
など、お客様との接客の中で日々役に立っ
ております。日本料理のレストランは、お顔
合わせや結納のお席も多く利用して頂ける
ので、また違う視点から新郎新婦の方と関
わってお仕事をさせて頂いています。

小林 千尋

ホテル日航熊本
サービス

2017年卒
（熊本県立菊池高等学校 出身）

一生の思い出となるブライダルに
プランナーはやり甲斐のある仕事です
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。

メルパルク熊本
ドレスコーディネーター ⇒ プランナー

木村   恵理 2015年卒
（ルーテル学院高等学校 出身）
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