
ICAM BEAUTY FORUM 2019 REVIEW 

 2019 年 11 月 20 日（水）ICAM BEAUTY FORUM 2019 が開催されました。 

 

第一部では、「ICAM アクティビィティ」として ICAM の活動についての説明、そして 

ご来賓・代表理事によるスピーチと ICAM FRANCE ギレンヌ・ルボー会長とキャロル・デゥシ

ュマン先生ビデオレターの上映がありました。また第二部では「ICAM メイクアップフォトコン

ペティション 2019 表彰式」をはじめ、各種セミナーや体験ブースなどが実施され、今年も盛

況でした。 

 
 

1.ICAM BEAUTY FORUM 2019 第一部 

「ICAM アクティビティ」 

 

・本年度ライセンスおよび証書総発行数 

ICAM が実施しております、外部試験官制度による各種ライセンス試験について報告致しまし

た。本年度のライセンスおよびその他の証書総発行数は 575 部。 

無事試験に合格された方々すべての今後の更なるご活躍を祈念申し上げます。 

 
 

・ICAM 国際ライセンス協議会 

ICAM 日本支部より、ICAM JAPAN として始動し早くも 1 年が経ちました。 

ICAM JAPAN はアジア各国の教育と資格発給を任せていただくこととなり、 

更なる教育カリキュラムや試験制度を強化すべく、 

ICAM FRANCE の試験制度運営委員長のキャロル・デゥシュマン先生と 

ICAM JAPAN 同委員長の蛭沼 千里先生をメインに、さまざまな角度から 

試験制度を検証する「ICAM 国際ライセンス協議会」を発足致しました。 

今後は、日仏の更なる強固なアライアンスによって、互いの長所を活かした、 

より高度な教育を目指して参ります。どうぞ皆様、今後の活動にご期待ください。 

 
 

・2020 年度 ICAM パリ研修旅行 

次回のパリ研修旅行は 2020 年 11 月に予定しております。美の本場であるフランス

にて学ぶチャンスです。是非ご参加ください。詳細は ICAM JAPAN までお問い合わせ 

ください。 

 
 

ICAM FRANCE 

キャロル・デゥシュマン先生 

ICAM JAPAN 

蛭沼 千里先生 



・新規 ICAM 認定校のご紹介 

新しく ICAM の特別認定専門校にご登録いただきました 2 校をご紹介致しました。 

 
 

World Beauty Academy 東京校 様  

（ワールド・ビューティー・アカデミー東京校） 

 
 

                学校長 石沢 美紀子様（東京） 

 
 

Miyatouch Beauty Academy 様  

（ミヤタッチ ビューティ アカデミー） 

 
 

                                学校長 宮田 智綱様（大阪） 

 
 
 

・ギレンヌ会長とキャロル先生からのご挨拶（ビデオレター） 

 

ギレンヌ会長より ICAM BEAUTY FORUM 2019 に 

お越しいただいた皆様へのご挨拶と、新たな認定校様に対する 

歓迎の言葉が述べられました。またキャロル先生とお二人で 

パリ研修旅行にて日本の皆様とお会いできるのを楽しみにして 

います、というメッセージをいただきました。 

 
 
 

・一般財団法人 日本エステティック試験センター 理事長 小林 直子様よりスピーチ 

 

日本エステティック試験センター(JEEC) の登録養成団体として 

日本エステティック協会、日本エステティック業協会、 

日本スパウェルネス協会などの団体と共に ICAM JAPAN も加盟して 

います。小林理事長より、JEEC のエステティックセンター試験制度に 

ついて、9 月のダイエット＆ビューティにおいて ICAM 理事 蛭沼先生も 

参加した JEEC セミナーのレポート、最後はエステティクケアの魅力に

ついてお話いただきました。 

 
 
 

ICAM FRANCE 

ギレンヌ・ルボー会長 

一般財団法人 日本エステティック試験センター 

小林 直子 理事長 



・ICAM JAPAN 代表理事 中村 修一よりご挨拶 

昨年から、より多くの方々に楽しんでいただけるようリニューアルし

た ICAM BEAUTY FORUM、また年を重ねるごとに力作が増えている 

メイクアップフォトコンペティションについて話し、今後も趣向を 

凝らして開催して参りますので、よりたくさんの方にご参加いただき

たいと述べました。 

 
 

・ICAM エステティック MVP 発表 

ICAM では、エステティック部門およびトータルビューティ部門において、最も優秀な成績で 

試験に合格された方を表彰しております。今期の MVP 受賞者をご紹介致しました。 

 

■エステティック部門 エステティシャン MVP 

 

グラサアカデミー長野校  本田 成美 さん 

 

■トータルビューティ部門 アドバンスト Lv.1 ビューティシャン MVP 

 

佐賀女子高等学校  森田 七夏 さん 

 

■トータルビューティ部門 アドバンスト Lv.2 ビューティシャン MVP 

 

専門学校 金沢美専  竹多 桃子 さん 

 

＜受賞の言葉＞ 

 

トータルビューティ部門 アドバンスト Lv.1 ビューティシャン MVP 森田 七夏さんが都合で 

お越しいただけませんでしたが、受賞時在校の佐賀女子高等学校の 

教論から受賞のお言葉をいただきました。 

 
 

・佐賀女子高等学校 トータルビューティ科 学科長 佐藤 由美子様 

佐賀女子高等学校は、高校であることから卒業後はさまざまな進路を選ぶ学生 

がほとんどである。それでも、ICAM のエステティック資格を取得することは 

その後どの道に進もうが決して無駄にはならないと、生徒に指導している。 

それは、他者に対する思いやりや気遣い・マナーという社会人にとって最も 

重要なことを学び、認められたという証だからである、と話されました。 

 

ICAM JAPAN 

中村 修一 代表理事 



・トータルビューティ部門 アドバンスト Lv.2 ビューティシャン MVP 

  竹多 桃子さん 

 この度は名誉ある賞を受賞して、大変嬉しく 

 思います。受賞できたのは一緒に学んだ友人と 

 先生たちのお陰です。ありがとうございました、と   

 喜びのお言葉を述べてくださいました。 

 
 
 

竹多 桃子さんの母校、専門学校 金沢美専の恩師である東 ちえこ常務理事より受賞の言葉を 

いただきました。 

 
 

・専門学校 金沢美専 常務理事 東 ちえこ様 

金沢美専は、北陸唯一の国際ライセンス取得コース実施校として 

10 年以上の歴史があり、エステティックの教育に力を入れている。 

今日こうしてかつての教え子である竹多さんに久しぶりに会い、 

エステティシャンとして日々頑張っていることをとても嬉しく思い 

今後も ICAM とのパートナーシップで更に多くのエステティシャンを 

育てていきたいと話してくださいました。 

 
 

ICAM メイクアップフォトコンペティション 2019 表彰式イントロダクション 

 

第一部の最後には、フォトコンペティションの最終選考に残ったファイナリストの方々と 

第一線で活躍中のメイクアップアーティストである、審査員の先生方を紹介致しました。 

 

ICAM メイクアップフォトコンペティション審査員 

 

 
石井 比佐子   大橋 タカコ   粂 由香里     柳 延人     山田 悌子   四塚 正広     吉田 伊織 

敬称略・50 音順 

 
 
 



2.ICAM BEAUTY FORUM 2019 第二部 

 

第二部では、メインステージにて「ICAM メイクアップフォトコンペティション 2019 表彰

式」、柳 延人先生がフォトコンペティション 2019 のグランプリ作品の解説や受賞者たちを 

交え、作品をディスカッションする「メイクアップパネルディスカッション」、そして 

石井 比沙子先生による「開顔メイクアップセミナー」、サブステージでは佐佐木 景子先生に

よる「タッチング ～ 皮膚は心を持っている？」、蛭沼 千里先生の「サロンで使える！美しく

なるための筋・筋膜ケア」という美と健康に興味がある方には必修のセミナー、体験ブースで

は「今のメイクアップにプロがリフレッシュ！メイクリタッチ」、フォトグラファーによる本

格プロフィール写真撮影「フォトセッション」が開催され、ご参加の皆様に楽しんでいただき

ました。 

 
 

・ICAM メイクアップフォトコンペティション 2019 表彰式 

 

本年の各部門メイクアップフォトコンペティションのテーマは 

 

◇ビューティーメイクアップ部門 「FEELING ～気分～」 

◇アーティステックメイクアップ部門 「TRADITION ～伝統～ 」 

 

年々エントリー数も増加し、工夫を凝らした力作が集まります。 

その中で、国内 1 次審査 2 次審査そしてフランス審査という厳しい 

審査を経て、今回は 22 作品がファイナリストとして選ばれました。 

 

まずはビューティーメイクアップ部門ファイナリストの表彰です。 

その後、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」各賞の発表へと 

続き、最後にビューティーメイクアップ部門の最高峰、グランプリ

が発表されました。本年度、見事グランプリに輝いたのは… 

 
 
 
 

 

ECC アーティスト美容専門学校 

森 悠希 さん 

「Head in the clouds」でした。 

 



続いて、アーティスティックメイクアップ部門のファイナリストが発表されました。 

ビューティー部門同様に「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」 

各賞の発表に続き、ICAM メイクアップフォトコンペティション

2019 アーティスティック部門グランプリに見事選ばれたのは… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECC アーティスト美容専門学校 

普山 莉世 さん 

「 闇 」 

でした。 

 
 
 
 

 
 

本年度も自由な発想力と独創性に富んだ、素晴らしい作品ばかりで受賞者の方々の驚きと感動

に溢れた表彰式でした。みなさまの素晴らしい作品、来年も心よりお待ちしています！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビューティー部門 グランプリ 

森 悠希 さん 

アーティスティック部門 グランプリ 

普山 莉世 さん 



・メイクアップパネルディスカッション 

今回、見事グランプリを受賞された森 悠希さん・普山 莉世さんをステージにお招きし、 

審査員のおひとりである柳 延人先生を中心にグランプリ作品をさまざまな角度から 

検証、みなさんでディスカッションしていただきました。 

 

 
 

ビューティー部門グランプリ受賞の森さんは、作りたい作品のイメージから使用するカラーや 

モデルなど 1 つ 1 つにこだわりを持って選んだこと、またアーティスティック部門グランプリ 

の普山さんは、いろいろなものを見て、コンセプトを組み立てた上で材料選びにこだわったと

いう、それぞれ作品作りにおける情熱が感じられるコメントをくださいました。 

進行役の柳先生は、創作にはトレンドの情報収集や作品の構成、カメラワークなど 

の必要不可欠なテクニックがあると指摘され、詳しく解説。次回の入賞を狙う参加者のみなさ

まも熱心に耳を傾けていらっしゃいました。 

 
 

・ハッピー引き寄せ！開顔メイクアップセミナー 石井 比沙子 先生 

長きにわたるメイクアップアーティスト経験、また最近では医療機関との提携も開始し 

広くご活躍されている ICAM メイク部門認定講師の石井比沙子先生が、独自に開発された 

顔と健康を繋ぐ開顔法メソッドを披露してくださいました。 

開顔メイクアップの技法デモンストレーションや、顔の各パーツや骨格からの個性や内臓などの

関係性を読み解き、現在の心身の状態を調整することについて大変興味深いセミナーでした。 

 



・セミナーA 

「タッチング～触れるということ 皮膚は心を持っている？」  佐佐木 景子 先生 

アロマセラピストとして病院・クリニック・一流ホテルなどで活動の 

傍ら、複数の大学で教鞭を執る佐佐木先生が、人の体に触れる～タッチン

グについて科学的根拠をもとに詳しくレクチャーされ、産婦人科や総合病

院での施術経験からの豊富な体験談をまじえて最近話題のホルモン、オキ

トシンについても解説。今一度「触れる」ということの効果を改めて学ぶ

機会となり、人に直接触れるお仕事に従事されている方々必聴のセミナー

でした。 

 
 

・セミナーB 

「サロンで使える！美しくなるための筋・筋膜ケア」 蛭沼 千里 先生 

エステティック業界で長年教育に携わり、日本エステティック

試験センターの試験制度運営委員も務める蛭沼先生からは、

今、注目されている「筋膜」についてレクチャーいただきまし

た。輝く美しさのポイントである「筋膜ケア」に着目し、柔軟

性や弾力を取り戻すための効果的なトリートメントに役立つ情

報を楽しく学ぶことができました。また、正しい身体の使い方

を意識したセルフケアなどの提案もあり、現場目線の内容に 

みなさん熱心に聴講されていました。 

 
 
 

・体験ブースⅠ 

「フォトセッション フォトグラファーが撮影するアナタの宣材写真（プロフィールなど）」 

今回のテーマ「私・アップデート」の特別企画として会場内に 

オープンスタイルのフォトスタジオを設置。本格的なセットを 

揃えプロのフィトグラファーによるシューティング！ 

自分を上手に表現することは、美容のプロにとって重要なポイントです。 

メイクアップリタッチもセットで、大変満足度の高い撮影となりました。 

今回のフォトセッションでは、ICAM JAPAN の中村代表理事も大活躍！ 

実は、趣味が高じてセミプロとして活動していたこともあります。 

フォトブックの制作や、作品展を開催するなど、アーティストとしての 

一面もあり、今回は、その実力を発揮してくださいました。 

 



・体験ブースⅡ 

「メイクアップ リタッチ  今のメイクをプロがアップデート！」 

セルフメイクはどうしてもワンパターンになりがち。もっと違うカラーやテクニックにも 

挑戦してみたいけど…という方のための体験ブース。今しているメイクにプロがリタッチして 

印象をリフレッシュ！普段使わないカラーのアイシャドウが意外と似合っていたり、リップや

アイライン・アイブロウの描き方も教えてもらえて、参加者は大満足のご様子でした。 

 

 
 
 

3. ICAM BEAUTY FORUM 2019 エンディングセレモニー 

 

フォトコンペティション表彰式、各種セミナー、体験ブースと大いに盛り上がり、あっと 

いう間に終了間近となりました。 

会場内に展示されたフォトコンペティションのファイナリスト作品パネルからご来場の 

みなさんにお好きな作品に投票していただき、最も票を集めた各部門の作品を Most Impressive 

Work 略して MIW 賞として ICAM から表彰させていただきました。 

また、投票いただいた方の中からも抽選で 2 名の方にも素敵なプレゼントがありました。 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

最後は ICAM JAPAN 理事、埼玉医科大学総合医療センター 

形成外科教授の三鍋 俊春 先生のご挨拶で終了となりました。 

 
 


