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2021年、IBFフォトコンテストのテーマを発表します！

【Jazz Age throwback】
テーマはJazz Age throwback（振り返る）。
今から約100年前、くしくも当時はスペイン風邪が世界中で猛
威を振るい、1億人もの人が命を落としたという"パンデミッ
ク"がようやく終焉を迎える1920年代。
roaring twenties（狂騒の20年代）と言われる時代。アメリ
カではJazzが隆盛を極めてJazz Ageとも呼ばれます。

Linda Masonデモンストレーション
1920’ｓ inspiration

第16回IBFフォトコンテスト概要
主催：一般社団法人 IBF国際美容連盟
協賛：化粧品ブランド等にご協賛いただく予定です。詳細は次号で。
賞品：グランプリ1名（フォトセッションご招待）、その他化粧品など豪華賞品を予定して

います。ジョイタス株式会社様より副賞としてトロフィーも贈呈します。
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会報誌Linque.リニューアルと発行月変更のお知らせ。
IBF会報誌Linque.は2021年より、リニューアル。サイズがA４判になり、文字も読みやすくなりました。
また、発行は今後毎年２月、５月、８月、11月の年４回となります。
今年の１回目の発行です。
コロナパンデミックの中、アメリカではすったもんだの末、新大統領が誕生。いよいよワクチン接種が具体的に詰めら
れる段階に入り、「それどころでは無い」とささやかれる中、オリンピックはどうするのか？
今回大きなダメージを受けた経済は今年中に少しは回復するのか？
春の卒業式、入学式はどうなるのか？
先が全く見えない中ですが、米国大統領就任式でのAmandaのように、力強くポジティブな声も聞こえて来ます。

（P４香咲さんの原稿是非お読みいただきたいです。）
ストレスや不安、不満に飲み込まれないように、大変な一年間、乗り切っていきましょう！

●応募時の注意事項
・カラー写真でご応募ください。
・画像処理ソフトによる極端な加工が認められた場合、審査対象から外すことがあります。
・応募作品の返却はできません。
・応募作品はIBF会報誌、ホームページ、その他一般媒体で公開することがあります。
・作品の著作権は撮影者に帰属しますが、作品を上記に使用する権利は主催者が所有し、応募者は、無償でこれ

を許諾するものとします。被写体の肖像権の問題、または作品に第三者の許諾が必要になる場合などの責任は
すべて応募者が負うものとします。

・肖像権その他の権利上の紛争が起きた場合、その費用も含めすべての責任は応募者が負うものとします。
・他のコンテストなどに重複応募した作品は、応募しないでください。各賞の譲渡、転売はできません。

今回はこのJazz Ageを想起させるヘアメイク作品を作ってください。
この時代は、メイベリンがマスカラを発売、ヘレナルビンスタインも既に存在し、メディ
アの発達によって、徐々に近代メイクアップが進化を始めた頃。

ココ・シャネルも活躍していた時代ですね。
Flapperと呼ばれた若い女性たちは、新しい
ファッション、ボブスタイルのヘア、しっかり
濃いめのメイクで、夜な夜なJazzを聴き、グラ
スを傾けていた時代。
当時の映画やファッション、アートなど調べる
のもとても勉強になりますし、面白いですよ。

ヘアやメイクもかなり特徴的ですが、それをまんま
忠実に模倣する必要はありません。応募写真もモノ
クロやセピアではなくカラー写真で応募ください。

Jazz Ageを単に再現するのではなく、2021年の現代に “Jazz Age” の女性が生きていたら、
どんなヘアメイクをするのか？

そんなことを想像しながら、作品をご応募ください。
詳しい応募要項などは次号で発表しますので、まずは構想を練っておいてください。
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■IBF会員情報再登録のお願い
���正会員の方で、���からメールマガジン（月間１～２通配信）が届いていない方は正しいメールアドレスが登録されていません。
���では、重要事項も含めて、メールでお知らせする方法に切り替えておりますので、
���会員の皆様には正しいメールアドレスの登録、再登録をお願いしております。
大変お手数ですが、以下のフォームよりメールアドレス登録の更新をお願いいたします。

《メールアドレス登録（再登録）フォーム》https://www.ibf.or.jp/update_mail_address/update_form.html
※アップル社ドメイン「������	��
」をお使いの方へ

アップル社のセキュリティの都合でメールマガジンなどが届きにくい現象が続いています。「������」以外のメールアドレスまたは
Gmail.comなどフリーのメールアカウントを取得してそちらのアドレスで再登録していただきますようお願いたします。

■その他の講座についてもオンラインスクーリングを企画しています
確定次第、IBF、NYMAウェブサイト、IBFメールマガジン等でお知らせしますのでお待ちください。

■オンラインスクーリングのお問い合わせ
NYMA指導部　TEL：03-5928-0130（受付時間／平日9：30～18：00）　customer@nyma.jp

■N-001　メイクアップ講座オンラインスクーリング（Zoomを使用します。）

Zoomを使ったオンラインスクーリング。講師と一緒にベースメ
イクから初めてフルメイクまで認定試験重要課題の「シャープメ
イク」「ウェディングメイク」「ポリッシュメイク」をセルフメイ
クで行います。
講師によるチェック＆アドバイス、質疑応答もできます。
講師と実際に対話しながら進行しますので、レッスン上の不安解
消、疑問点の解消に、ぜひご参加ください。
カメラ/マイク付きのPCまたはスマートフォン、タブレット端末
とWi-Fiなどネット環境があればどこからでも参加可能です。
2021年３月は「シャープ」がテーマです。
開催日時：
2021年３月26日（金）10:00-12:00　シャープメイク
2021年３月29日（月）10:00-12:00　シャープメイク
※120分（休憩あり、質疑応答含む）
参加時必要なもの：
・カメラマイク付きPCまたはスマートフォン、タブレットなどと

常時接続可能な回線環境。
・教材メイク道具、鏡、IBFテキストブック（３冊）

※セルフメイクで行います。メイクを落とした状態で参加してく
ださい。

定　員：各回６名まで
参加費：１回2,750円（税込）
　　　　IBFビューティプロショップで
　　　　チケット発売中です！
　　　　https://www.ibf.or.jp/shopping/
　　　　products/list?category_id=30

2021年４月受験　在宅試験実施要項
受 験 資 格：2021年３月31日現在、IBFが指定する各スクー

ル所定のカリキュラムを修了し、修了証書を有し
ている者。

願 書 配 布：2021年１月31日から配布。受験対象者にはスクー
ル指導部から送付します。お手元に届かない場合
はIBFへ直接請求してください。

受 　 験 　 料：11,000円（税込） 
受験料振込先：みずほ銀行　大塚支店　普通預金　2292633
　　　　　　　口座名：一般社団法人国際美容連盟
振 込 期 間：2021年４月５日（月）まで 
願書提出期限：2021年４月５日（月）〈当日消印有効〉
願 書 提 出 先：「〒171-0022 東京都豊島区南池袋１-25-９　今井ビル５F
　　　　　　　国際美容連盟 試験審査委員会　宛」

試験問題発送日：2021年４月15日（木）
解答用紙の提出期限：2021年５月６日（木）
試験科目：実技／筆記（実技試験にはモデルが必要になります） 
合否発表：2021年５月27日（木）（郵送予定）
登録期間：合否通知到着後～2021年６月17日（木）
　　　　　※合格後の手続きになります。
登録料及び年会費：登録料…33,000円（税込）
　　　　　　　　　年会費…13,200円（税込）
認定証発送：2021年６月28日（月）予定
願書請求・お問合せ先：IBF国際美容連盟　03-5928-3800（代）
　　　　　　　　　　　（受付時間／平日9：30～18：00）

■IBF国際美容連盟認定 第73回 国際メイクアップアーティスト試験

年１月 日、久しぶりにパールネックレスをつけました。
アメリカの大勢の女性たちが、「今日はパールのネックレスをつ
けよう！」と呼びかけ合っていて、わたしもその仲間でいたかっ
たのです。

わたしのその日のネックレスはシルバーのバロック真珠でした
が、純白のパールネックレスは、その日の就任式でアメリカ副大
統領に就任したカマラ・ハリスのトレードマークになっているの
です。その彼女に敬意を表し、称えようと、そんな呼びかけが広
がったのです。

カマラ・ハリスは、女性としてだけでなく、マイノリティ（ジャ
マイカ出身のアフリカ系の父、インド出身の母）として、初の副
大統領です。白人男性優位の社会で、これは驚くべきことなので
す。たいへんな快挙、革命なのです。そして同時に、大勢が「こ
れは自然な流れ」と受け止めたことでもありました。このような
快挙がまもなく起こる、ということの前兆が、いくつも連なって
いたからです。ベスト・タイミングでその時が来ると、大勢が受
け入れていたところに、そのタイミングが来たということです。
実は、どのような驚くべき快挙も、そのようにいつの間にか熟し
てきたものがあって、突然に起こるものなどないのですが。

就任が決まった時、彼女は、その前兆はずっと以前から紡がれ
ていたという意味のことをスピーチしました。「この国を切り開
き、歴史を動かしてきたのは、あらゆる人種の女性たちです」「わ
たしの母も祖母も含めて、全ての女性たちが、今の私を作り、こ
の日を作りました」と。そして、「私は副大統領となる最初の女
性かもしれないけれど、もちろん最後ではないのです。私を見て
いるすべての少女たち、あなたたちが、今、自分の将来の可能性
を確信しているのだから」と。

“道は開ける。大丈夫。不安ならわたしをご覧なさい。わたし
は未来のあなた。いいえ、未来のあなたはわたしを超えられる。
わたしが作った道を歩き、わたしを踏みしめてさらに前進でき
る。”

これが、良きアメリカに根ざす開拓精神です。
今のアメリカでも、少なくとも女性の間で伝えられ分かち合わ

れているものです。
そしてそれこそ、アメリカ人だけでなく、また願わくば女性だ

けでなく、皆が、いつも心に抱いていたい精神、成長と、そして
成功の基礎となる精神なのだと思います。成功するとは、伝えら
れる、人と繋がることだからです。自分自身を惜しみなく与えら
れるということだからです。

就任式前に議事堂襲撃事件が起こり、厳戒態勢をひくなど、前
代未聞の状況下で行われた式典で、ハリスの柔らかな笑顔は、大

勢の心の拠り所、希望の星として映ったと思います。胸元には白
い真珠のネックレス、ドレスとコートは、民主党シンボルカラー
の青と共和党の赤を混ぜ合わせた “協調” の色、紫。

そしてやはり、ハリスとハリスを支持する女性たちに共鳴する
ように、多々のエレガントなファッションが式を盛り上げました。
わたしがニューヨークに来てから、今年が９回目の大統領就任式
になりますが、これほど、式場での女性と女性のファッションに
目を奪われたのは初めてです。

ファーストレディ、ジル・バイデンや、前大統領夫人ミシェル・
オバマ、さらにはハリスの継娘エラ・エムホフなど、次々と、人
目を引くファッションとたたずまい、魅力的な笑顔の女性たちが
登場。レディ・ガガが “驚嘆の” 装いで国歌斉唱したかと思うと、
これまた鮮やかで個性的な姿で登場したアマンダ・ゴーマンが、
ハリスのスピーチを明るく照らす陽の光のような詩を朗読して。

…光は常にある。それを見つめるだけの勇気があれば。光にな
るという勇気さえあれば…（ ）

さらには、晩のコンサートでは、ケイティ・ペリーが華やかにト
リをつとめ、アマンダの詩を受け継ぐかのように、歌い上げました。

自分を、紙みたいにペラペラでつまらない人間と思ってしまっ
たことはある？

でもね、あなたは輝ける。火をつけるだけでいい。なぜってあ
なたは、花火なんだから。（K “fi ）

アメリカはさまざまな問題を抱えています。それらの問題が沸
騰する中での新政権発足でしたが、例えばこうして女性たちの心
に心を合わせてみると、輝くひと粒ひと粒の真珠が一本の紐に通
されてネックレスになるように、自分もまた、その長い連なりの
中のひと粒だと安心して受け取れるように思うのです。自分が花
火だということに気づく。火を灯しさえすればいい。そしてその
火は、自分でつけるというよりも、時がきたら火が自らやってき
て、点火してくれる。だからそれを信頼していれば良いのだと。

こうなりたいと願う自分になろうとして足掻く必要はありませ
ん。そのような努力は無駄だからです。なりたい自分になろうと
するのではなく、自分とは、いつでも点火の用意のある完璧な光
なのだと受け入れていたいです。それが、タイミングを逃さない
コツです。そして毎日、「光であるはずがない」「やっぱり紙みた
いにペラペラ」という古いパターンの自己否定が出てきたら、先
導してくれる女性たちの優しい笑顔を、真珠のネックレスを、ア
マンダの詩を、思い出しましょう。“花火” を歌いましょう。一
人で深刻にならない、と心の中の彼女たちと誓うのです。



information

メイクアップを通して、人を明るく元気にする。これがメイクアッ
プビューティセラピーの原点。メイクアップセラピストとして活
躍する片桐愛未講師による、IBF初のオンラインカウンセリングセ

ミナーです。本来カウンセリングは一つ
の場所に居合わせることで顔や表情だけ
ではなく、仕草や呼吸、その場の空気感
などを感じながら行うもの、しかし、コ
ロナ禍の今はちょっと難しい。ではオン
ラインで！ と、簡単にできるものでは
ありません。電話やメール、チャットな
どオンラインのカウンセリングはコロナ
以前から存在しますが、対面カウンセリ
ングと100%同じ効果があるとは言えな
いはず。もちろんオンラインだからこそ
の良さがあることを差し引いても、なか

なか非対面では難しいところがあります。
今回のセミナーではZoomを使用したカウンセリング、及びカウ
ンセリングメイクを片桐講師がデモンストレーションします。オ
ンラインでのカウンセリングやセラピーメイクアップの可能性を
参加者全員で感じ取ることができる、そんなセミナーにしたいと
思います。
日　程：①2021年３月11日（木）
　　　　②2021年３月28日（日）
時　間：①②10:00-12:00
費　用：4,400円（税込）
講　師：片桐愛未（メイクアップセラピスト）
申　込：IBFビューティプロショップでチケットを
　　　　ご購入ください。
https://www.ibf.or.jp/shopping/products/
list?category_id=&name=therapy

■�����　オンライン時代のメイクアップビューティセラピーセミナー
メイクアップビューティセラピー＆カウンセリングセミナー ��� ����

2021年４月受験　本部試験実施要項
※今回は〈在宅受験〉のみ実施します。会場試験はありませんの

でご了承ください。
〈在宅受験〉
直轄校N.Y. Make-up Academyの受講生は在宅受験が可能です。
在宅受験の方には試験問題を郵送しますので、在宅で受験し、解
答を提出していただきます。
受 験 資 格：2021年３月31日現在、IBFが指定する各スクール

所定のカリキュラム（アドヴァンストコース フォ 
プロフェッショナル アンド インストラクター）を
修了し、修了証書を有している者。

願 書 配 布：受験対象者にはスクールより送付。お手元に届か
ない場合はIBFへ直接請求してください。

受 　 験 　 料：16,500円（税込）
受験料振込先：みずほ銀行　大塚支店　普通預金2292633
　　　　　　　口座名：一般社団法人国際美容連盟
振 込 期 間：2021年４月５日（月）まで

願書提出期限：2021年４月５日（月）〈当日消印有効〉
願書提出先：「〒171-0022 東京都豊島区南池袋１-25-９　今井ビル５F
　　　　　　国際美容連盟 試験審査委員会 インストラクター資格係　宛」
試験問題発送日：2021年４月15日（木）（予定）
解答用紙の提出期限：2021年５月６日（木）〈当日消印有効〉
試験科目：実技／筆記（実技試験にはモデルが必要になります）
合否発表：2021年５月27日（木）（郵送予定）
登録期間：合格通知到着後～2021年６月17日（木）
　　　　　※合格後の手続きになります。
登録料及び年会費：登録料…16,500円（税込）
　　　　　　　　　年会費…13,200円（税込）
※既にIBF正会員の方は年会費を重複していただくことはありま

せん。
認定証発送：2021年６月28日（月）予定
お問合せ先：IBF国際美容連盟　03-5928-3800（代）
　　　　　　（受付時間／平日9：30～18：00）

■第43回 国際メイクアップアーティストインストラクター資格認定試験

Hollywoodで活躍中のトップメイクアップアーティストMOTOKO
が行うオンラインセミナー。昨年行った同セミナーに参加できな
かった方、もう一度参加したい！ という方に向けてアンコール開催
決定！
ハリウッドヘアメイク業界が毎年行っているGuild Awardsを
2020年に受賞、エミー賞には３回ノミネートされているトップ
メイクアップアーティストMOTOKO。MOTOKOが最も得意と
するメイクの一つが黒人クライアントへのメイクアップ。今回
のセミナーはMOTOKOが今までにメイクを担当したTV/映像業
界のスターの中からダークスキン、黒人スターへのメイクをビ
フォーアフターの写真を見ながらMOTOKO自身が解説します。

日本人、アジア人あるいは白人との違いは？ 最も注意すべきこ
とは何なのか？ など技術的な内容も含めて黒人へのメイクアッ
プ術、MOTOKO流メイクアップを学んでいただきます。
セミナーで取り上げるのは、人気トークショー “The Real” のホ
ストとして活躍したTamera Mowry、パイレーツオブカリビア
ンにも出演した人気女優Naomi Harris、2018年アカデミー助演
女優賞受賞のRegina King。いずれもMOTOKOがメイクを担当
したハリウッドのスターたち。彼女たちのメイクテクニックを紐
解いていきます。ハリウッド業界の裏話や現場での苦労話なども
聞けるかも。
日　程：2021年４月10日（土）
時　間：11:00-12:30
費　用：4,400円（税込）
講　師：Motoko Clayton（メイクアップアーティスト）
申　込：IBFビューティプロショップでチケット
　　　　をご購入ください。
https://www.ibf.or.jp/shopping/products
/detail/5145

■IB-002　アンコール開催!　Makeup by MOTOKO Before/after "Dark skin models"



メイクアップを通して、人を明るく元気にする。これがメイクアッ
プビューティセラピーの原点。メイクアップセラピストとして活
躍する片桐愛未講師による、IBF初のオンラインカウンセリングセ

ミナーです。本来カウンセリングは一つ
の場所に居合わせることで顔や表情だけ
ではなく、仕草や呼吸、その場の空気感
などを感じながら行うもの、しかし、コ
ロナ禍の今はちょっと難しい。ではオン
ラインで！ と、簡単にできるものでは
ありません。電話やメール、チャットな
どオンラインのカウンセリングはコロナ
以前から存在しますが、対面カウンセリ
ングと100%同じ効果があるとは言えな
いはず。もちろんオンラインだからこそ
の良さがあることを差し引いても、なか

なか非対面では難しいところがあります。
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　　　　②2021年３月28日（日）
時　間：①②10:00-12:00
費　用：4,400円（税込）
講　師：片桐愛未（メイクアップセラピスト）
申　込：IBFビューティプロショップでチケットを
　　　　ご購入ください。
https://www.ibf.or.jp/shopping/products/
list?category_id=&name=therapy

■IB-001　オンライン時代のメイクアップビューティセラピーセミナー
 メイクアップビューティセラピー＆カウンセリングセミナー via Zoom

2021年４月受験　本部試験実施要項
※今回は〈在宅受験〉のみ実施します。会場試験はありませんの
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　　　　　　（受付時間／平日9：30～18：00）
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information

登録条件は���国際メイクアップアーティスト資格取得者（半年
以内に取得予定の方含む）であること。既に他のヘアメイク事務
所や企業様に登録されている方、他の仕事に就かれている方も登
録できます。登録料はもちろん無料！ この機会に是非ご登録く
ださい。登録ご希望の方は、下記���までご連絡ください。エン
トリー方法をご案内いたします。
���国際美容連盟
���：03 　 X：03

����� ：�!"#$�%"&#'&()

※メールの場合件名を「���*'#チーム登録希望」
　としてください。
☆ウェブからも登録申請ができます！
　���*'#チーム登録申請ページ→
　+,,)-.//000&�%"&#'&()/-)/�)/)1/�!234&+,� 

★567正会員及び、正会員を目指す皆様へ　567 89:チーム登録者募集中;;

【重要】���国際メイクアップアーティスト正会員年会費の口座振
替の事前ご案内（郵送）は控えさせていただいておりますのでご
了承ください。���の年会費13 円は毎年１回、会員登録時に
ご提出いただいた口座振替依頼書記載のご指定口座から���が指
定した月（５月／８月／ 11月／２月のいずれか１回）に自動振
替させていただいております。指定月の27日（27日が金融機関

休業日の場合は翌営業日）に振替させていただきますので、前日
までに口座残高の確認をお願いします。
※今回は正会員番号の上７桁が1000005又は上４桁が1005

の方が対象となります。振替日は５/<=（木）になりますので
５/<>（水）迄に残高確認をお願いします。

※振替完了通知は行っておりませんので予めご了承ください。

■年会費口座振替のご案内

この度、一般社団法人 ���国際美容連盟は日本最大級の転職サイ
ト?�'33'�!234と提携することになりました。現在、���のホー
ムページ・メールマガジン等で求人のご案内をさせていただい
ておりますが、この提携によって、���正会員様/@ABC受講生・
卒業生様に求人情報の選択肢の幅を広げていただくのが狙いで
す。仕事に求めるものは人それぞれ、だからこそ、選択肢は多い

方が絶対に良い。?�'33'�!234へ登録し、就職・転職活動に役立
てていただければ幸いです。
・?�'33'�!234トップページ
　DEEFGHHIJ9KK9LMNKOPQFHRFJEDSJTUEVWJMNIVMT

・?�'33'�!234登録ページ
　DEEFXGHHIJ9KK9LMNKOPQFHXLYMZFRFJEDSJTUEVWJMNIVMT

■C との提携

求人情報を���[際美容連盟ホームページで公開しております。
URL .
より多くの求人情報を公開できるよう、求人企業様との窓口を変
更し、随時公開しています。現在までに公開した求人情報提供企
業様の一例です。（現在募集終了しているものもありますのでウェ
ブサイトでご確認ください。）

（順不同）B\C\? ／ �]��� �^]_@ ／エスティローダー／
R ／ ／ JILLSTUART ／ポール＆ジョー ボーテ
／ shu uemura ／ランコム／そごう・西武／高島屋／三越伊勢丹
／ファンケル／オルビス／ちふれ化粧品／アトリエはるか／ケサラン
パサラン／カバーマーク／ Dior ／ジバンシイ／ THE BODY SHOP
※求人情報一覧にはパスワード入力が必要な情報も含まれますの

で、以下のID及びパスワードを入力の上、ご覧ください。
　ユーザー 5`：ZXK9　パスワード：LWaQ:W

■求人情報

美容やファッション等に関する様々な情報を配信しています。た
くさんの方に良い情報を配信していきたいと思いますので、お楽
しみに♪
★Facebookのページはコチラ→
　DEEFXGHHSSSPaJIKW::bPI:cHLWaQJFJM

★Twitterのページはコチラ→DEEFXGHHESLEEK9.c
★Instagramのページはコチラ→
　DEEFXGHHSSSPLMXEJY9JcPI:cHLWaVLMXEJH

★NYMAのLINEページ
・パソコンからのご登録はコチラ→DEEFXGHHdLMKJEPQFHMTcJ　
・スマホからのご登録はコチラ→
　DEEFXGHHdLMKPMJeK9.
★NYMAスタッフブログのページはコチラ→
　DEEFGHHJcKWd:PQFHMTcJfcJbKH

★youtubeチャンネルのページはコチラ→
　DEEFXGHHSSSPT:ZEZWKPI:cHZXK9HMTcJc:eLKgg

★鎌林泉講師の大人ナチュラルメイクのコツはコチラ→
　DEEFXGHHSSSPMTcJPQFHdFHJ9:ZMNhiH

■567国際美容連盟のオフィシャルSNS等のご案内



Linda Mason 最近の作品

Linda Mason 最近の作品

NYのLinda Masonによるオンラインセミナー第二弾。テーマは50's～60's 
makeup。そしてメイクと音楽の関係性。セミナーはLinda Masonのメイク
アップアーティストとしてのキャリアを紹介するところから。（右の写真はゴ
ルチェとLinda）

1970年代から現在に至るまで、常に新しいものへの関心を持ち、流行をチェッ
クし、Instagram、Facebookなども使いこなす、Lindaの姿勢には参加者も
感銘を受けたことと思います。

今回は、音楽をかけながら、メイクアップデモを行いました。音楽によってメイクが変わるような
こともあるし、現場の空気、雰囲気作りにもBGMは、結構重要。

Linda Mason特別セミナーは2020年に２回行いました。参加者からの感想、声をまとめていくつか
ご紹介します。

メイクアップデモは1950年代メイクから
スタート。音楽はElvis PresleyのCan't 
help falling in love。そ して、1960年
代メイクはThe Beatlesがかけられます。
この時代の特徴であるつけ睫毛や「描く」
睫毛も披露。後半はノリノリのShaggy
でフリースタイルメイクアップ、フェイス
ペイントを見せてくれました。
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ご紹介します。

メイクアップデモは1950年代メイクから
スタート。音楽はElvis PresleyのCan't 
help falling in love。そ して、1960年
代メイクはThe Beatlesがかけられます。
この時代の特徴であるつけ睫毛や「描く」
睫毛も披露。後半はノリノリのShaggy
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今年も少なくとも前半はLindaに会える
のはオンラインのみですね。
次回何を見せてくれるのか？
皆様お楽しみに！



コロナ禍の中、昨年からオンライン授業や講座の需要が急激に高まりました。
jBF、NYMAでもオンラインで様々な企画を実施していますが、実はメイクアップ、特にプロを養成するようなメイクアップアーティストのため
の講座をオンラインで行うのは正直無理、と思っていました。
画像解像度、照明や環境の問題があり、メイクの詳細をチェックするには、無理があると感じていたからです。
動画や資料を見せるだけのお決まりのオンライン授業にはしたくなかったという思いもあり、スタートは慎重にならざるを得ませんでした。

しかし、案ずるより生むがやすし。
スクーリングもセミナーも環境の問題があることを前提に、講師陣と打ち合わせを重ね、スタートしてみると、参加者の皆様の楽しそうな笑顔、
講座を受けていただいた満足感。
対面授業と全く同じとはもちろん言えませんが、回を重ねるごとに内容が充実していくのがはっきり実感できました。
大都市圏以外にお住まいの方、東京や大阪に行きたくても行けなかった方など物理的に今まで講座に参加できなかった方からも喜んでいただき
ました。

オンラインスクーリングの進行を簡単にご紹介します。
スクーリングは基本セルフメイクで行いますが、ご家族などモデルを使用しても構
いません。男性受講生はモデルを使ってください。
化粧品、テキスト、ツール一式を用意して参加します。
シャープ、ウェディングなどその日のテーマとなる課題で、講師がデモをしますので、
それを見ながらメイクをしていきます。

パーツごとにベースからアイブロウ、アイメイク、チーク、リップと進めていき、随時講師がチェック。質問もいつでもできます。
最後に、その日のテーマ以外でもメイクに関わる内容なんでも質問できる質疑応答で終了。
内容やデモもその都度少しづつ変わりますので、何度も参加される方もいらっしゃいます。２月からは大阪の松丸祥子講師も担当に加わります。
今後も引き続き開催していきますので、受講生の方は是非ご参加ください。

現在参加受付中のスクーリング、セミナーのチケットはこちらで確認してください。

IBFビューティプロショップ
https://www.ibf.or.jp/shopping/products/list?category_id=30

松丸祥子講師
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松丸祥子講師

ハリウッドで活躍中、エミー賞３回ノミネートのトップメイクアップアーティスト
klmlnOによるプライベートメイクアップレッスンをオンラインで行いました。一回２名
のみ参加できるプレミアムな講座。
事前にどんなメイクにトライしたいか、顔写真をモトコに送って、モトコ側も、入念に準
備します。
今回のお２人の希望は、コレクションなどで使えるメイクとハーフ顔を作りたい！
というもの。
レッスンは同時進行だときめ細かくアドバイスできないとのことで、一人ずつ進行。
事前にいただいた画像をもとに、klmlnOがまずは顔を分析し、パーツごとに解説。
その後実際にMOTOKOのアドバイスと指示に従ってメイクをしていただきながら、質問に
も答えていきます。

今回MOTOKOがこだわったのは、「まあいいか」で進めたくないということ。きめ細かく
丁寧に時間をかけて指導していきます。
例えば、アイブロウ。アイブロウを描くときにペンシルの位置を「あと１mm上に」「もう
２mmだけ目尻側に」など、トップアーティストとして譲れないこだわりを強く感じるシー
ンもありました。
時に厳しく、時に笑顔で、MOTOKOの表情の変化を見ているだけでも、真摯に指導してい
ただいているという感覚が参加したお二人にもビンビン伝わったことでしょう。ある意味、
オンラインでどこまで細かく指導できるかという限界に挑んでいるようなそんなレッスン
でした。
最後は３人の笑顔で終了。充実した時間を過ごせたことと思います。

参加者の感想を一部ご紹介します。
『MOTOKOさんのお話を聞いていて海外のメイク文化に関する知識、色を入れる範囲や肌
に関する影・色味など細かな観察の視点が足りないと気づき、これからもっと勉強したい
と思いました。2021年の初めに課題ができ大変有意義な時間でした。（M.Shinkawaさん）』

レッスン終了後にMOTOKOのアドバイスを加えてフルメイクを仕上げた写真を送っていただきまし
たので、そちらもご紹介しておきます。

（もちろんこの写真にも後日MOTOKOから細かく感想が送られてきました！）

MOTOKOさん、ありがとうございました！



2021年ミス日本コンテストファイナリスト勉強会をIBFが担当。毎年恒例となったこのメイクアップ勉強会。講師はIBF本部講
師、鎌林泉。今回は、講師もマスクをして臨みました。メイク道具を清潔に保つことの重要性から始まり、ベースメイク、その後パー
ツメイクと個別にチェック、アドバイスをしながら進めていきます。後半はマンツーマンで、一人ずつメイクの悩みやコンプレッ
クスなどを聞き取りながら、より具体的なアドバイスを加えます。ファイナリストの皆さんは全国で行われた予選を突破してき
た方。それでもご自分の顔やメイクに自信が無いという方が多いのですね。「欠点は隠さない、それを自分だけの魅力にするの
がメイクの力」鎌林講師、一人一人に力になるコメントを伝えていました。

『技術は勿論ですが、メイクをする相手に対し、ポジティブな言葉をかけてくださる、メイクアップの天才でした！
個人的に、顔のパーツにまるの要素が強くて、見ている人を自然に笑顔にさせるお顔だよね。と言って頂いたことが凄く凄く、
嬉しかったです。　日達舞さん』

2021年はグランプリを決定する本選会が３月に延期になりました。
当日の模様や結果などは次号でお伝えします。

参加者の皆様から後日感想をいただきましたので、少しだけ抜粋してご紹介します。

『講義が始まって最初に先生がおっしゃった一言、「メイクは想像力」。この言葉が物凄く印象に
残っています。メイクアップの講義があると知っていてどのような準備をしてきたか、どのよ
うなメイク道具を用意したか、またメイクアップ自体を想像力を働かせて行っているか… 想像
力とメイクが関係しているなんて、今まで想像もした事がなかった為驚きました。
吉田さくらさん』



第o5回IBFフォトコンテストで見事グランプリを受賞された若林梨音さんへ、IBFから副賞
としてフォトセッションにご招待しました！

外国人モデル、フォトスタジオ、フォトグラファーを用意して、作品撮影。
事前にモデルさんのコンポジをお見せして、ヘアメイクの構想を練って来てもらいました。
ヘアメイクは２パターン。ナチュラル系とクリエイティブ。撮影ではこのコンセプトをしっかり練って来ることがとても大切
です。（もちろんその場その場でアドリブのように作るケースもアリですが）

ヘアメイク、フォトグラファーでまずは、撮影
のコンセプト、背景や照明についてのミーティ
ング。モデルのKateさんもスタジオ入りし、
早速メイクスタート。
若林さんとても手際がいいです。

準備がしっかりできている証拠ですね。
最初のヘアメイクは、ナチュラル。
ナチュラルと言っても、デイリーメイクではなく、ビューティのフォトシュート
なので、しっかり作っていきます。強い照明に負けない質感、発色が必要です。
背景はブルー系をチョイス。
バックペーパーはかなり真っ青なものですが照明でダークな色に落として使い
ます。イメージ通りの背景色になるようにフォトグラファーに細かく希望を伝
えるのも重要ですね。
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Creative Director/MUA：Sapphire Shen
Art Director/Photographer：Leeman 
Stylist：Brigita Karina Paje
Hair Stylist：Zenki Lau @live.once.hair
Lighting：Hill Chui
Nail Design：Casey Ho @hoho.nails
Model：Kiranjeet Gill
Harmony“Anne-Marie”Ilunga
Makeup assistant：Kae Li
Jewellery@ryderdiamonds

Creative Director/MUA：Sapphire Shen　Photographer/Art Direction：Leeman
Stylist：Brigita Karina paje　Hair Stylist：Zing Wong
Lighting：Jeff Leung　Model：Puma　Makeup assistant：Man man Fong

Makeup：Sapphire Shen
Model：Caitlin Beatty
Photographer：Sonam Dekar Ahhi
Co-photographer：Ben Ahhi

今回は香港で活躍するアーティスト、サファイアさんです。
NY、LA大好き! 東京も大好きというサファイアさん。Urban Decayは残念ながら日本未上陸ですが、パッケージもキラッキラで日本でも
NAKEDのパレットお持ちの方も多いのでは？

Ｑ１．簡単に自己紹介をお願いします。
Ａ１．私は香港を拠点に活動するメイクアップアーティストです。エディトリアル、クリ

エイティブメイクに情熱を持って取り組んでいます。メイクアップに対する信念は
常に変わっていません。私にとってメイクアップはビューティを超え、芸術、自己
表現、潜在能力を引き出し、価値観や信念をも現すものです。すべてのメイクアッ
プルックにはユニークなストーリーがあるはずです。

Ｑ２．メイクアップアーティストになろうと思ったきっかけは？
Ａ２．中学校のとき、私はロックバンドを組んでいました。メイクなど全くわかりません

でしたが、家族にステージで映えるためのメイクを教わったりしたのがメイクとの
出会いです。その後メイクアップへ興味が高まり、ハロウィンメイクやyoutubeの
チュートリアルに夢中に。

パイレーツオブカリビアンやハンガーゲーム、シザーハンズなどのキャラクターづく
りにとても興味があります。

Ｑ５．お気に入りのコスメやツールを教えてください。.
Ａ５．最近のお気に入りは、Vanish Seamless Finish Foundation Stick（Hour glass）、

自分でも仕事でも愛用しています。マルチに使えるファンデです。ベースメイクは
とても重要。Ultimate Basic Palette from Urban Decay、これは常備していま
す、あらゆる場面で使用できるパレット。そして、All Nighter Setting Spray from 
Urban Decay。これは私のメイクアップが持続するための必需品、永く使っています。

そして、学校の演劇で舞台メ
イクをする機会を得て、それ
がメイクアップアーティストに
なろうと思ったきっかけです。

Ｑ３．どのようにしてメイクアップ
テクニックを学びましたか？

Ａ３．メイクは独学ではじめました
が、やはりきちんと学ぶべき
ことが多く、幸いにして大学
の時に香港のトップアーティ
ストSukin Luiから多くを学
ぶことができました。その後
Urban Decayで働きながらと
てもたくさんのことを経験し
ました。今でも世界中のアー
ティストたちから常に学び取
ろうとしています。

Ｑ４．尊敬するメイクアップアー
ティストは？

Ａ４．Ve Neilさんです。
LAのCinema Mekup School

（私はここで学ぶ計画を立てて
います！）のディレクターでも
あり、アカデミー賞を何度も受
賞しています。



Makeup：Sapphire Shen
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Photographer：Sonam Dekar Ahhi
Co-photographer：Ben Ahhi

Makeup：Sapphire Shen
Model：Aliskas Phoenix
Photographer：Carl Jacobs
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Ｑ６．好きなアーティストはいますか？
Ａ６．wxyz {|{|です。彼女にとってメイクは彼女自身に勇気を与えてくれる「ケープ」の

ようなものと言っています。彼女はいつも私のインスピレーションの源です。Gagaは難
病を抱えながら音楽と芸術に打ち込んでいます。私自身もループスという慢性疾患があ
り、それと向きあいながら夢を追求するのは簡単なことではありません。Lady Gagaは
私に痛みを乗り越えて戦うように励ましてくれる存在です。

Ｑ７．世界の国で一番好きなのは？
Ａ７．アメリカ、特にNYとLAが好きです。何度か現地で仕事をしたことがありますが、アー

トに対する前向きでクリエイティブな姿勢は素晴らしいです。活気に満ちて、ダイナ
ミック、常に私の感覚を刺激してくれます。異なる文化のミックス、多様性も魅力です。

Ｑ８．東京に行ったことはあ
りますか？印象を聞
かせてください。

Ａ８．はい、歌舞伎町エリア
に滞在しました。サイ
バーパンクな空気、夜
通し途切れないエネル
ギーに今でも興奮しま
す。東京以外にも行き
ましたが、アニメや音
楽、ゲイシャなど、豊か
で多様な文化を持つ日本からたくさんのインスピレーションを得ました。

Ｑ９．あなたの夢、将来について教えてください。
Ａ９．できるだけ多くの才能あるアーティストと仕事がしたいです。そして国際

的に活動したい。LAで特殊メイクを習う予定です。世界中のさまざまな
アーティストに刺激を与え、教育を通じて信念やトレンドを継承できるよ
うな作品をたくさん作りたいと思っています。これが私の最大の夢です。

Q10．日本でメイクアップを学ぶ方たちにひとことお願いします。
A10．お金ですべてを買うことはできず、すべてがお金で測られるわけではないことを常

に忘れないでください。私自身もキャリアの最初から今まで、たくさんの無料のコラボ
レーションや作品作りができたことに信じられないほど感謝しています。それぞれどのく
らい経験が積めるチャンスがあるかはわかりません。あなたはすでに将来のチャンスの
種を蒔いているかもしれません。もちろん、準備が整っている人だけがそのチャンスを得
ることができます。そして、お互いから学ぶことが常にあるので、メイクアップアーティ
ストは、競争するのではなく、一緒に励まし、やる気を起こさせ、改善していく必要があ
ります。そうすることで、あなたはより速く、より強く成長することができるでしょう！
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