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美容をワンストップで叶えるトータルビューティープロデュースを展開する株式会社マリエ（本社：愛知県名古屋市）の

代表 長谷川清美は、パリコレ、エミ―賞レッドカーペットから 1 人の女性のウェディングまでサロンワークも冠婚葬祭もお

こなえる第一線で活躍する美容師です。長谷川清美はサロンでのヘアメイク以外にも挙式のヘアメイク、ウェディングプラ

ンナー、チャペルコーディネータ―、日本礼道古流 礼儀作法小笠原流師範、講演家、経営コンサルタントなど 7 つの

スキルをかけあわせて、カップルの理想の挙式づくりに取り組んでいます。

◆美容から花婿・花嫁とのかかわりを多く持ち、理想の挙式をカタチに

長谷川清美は、ヘアメイク・着付・婚礼・美容のすべての技術を習得し、

長きに渡り国内外で幅広く活動してきました。それぞれ仕事のスタンスが

異なる点もあり、技術だけでなく人間力など美容師として本来必要なプ

ロ意識が備わりました。

挙式の準備期間では、美容師は事前ヒアリングとリハーサルの 2 回を実

施して当日の挙式を迎えます。日頃の挙式案件数に追われ、美容師も

ウェディングプランナーも打ち合わせ回数を最小限で実施している中で長

谷川清美は「現場が作業と捉えて挙式づくりにかかわっている」ことに課

題を感じていました。挙式では美容師は何よりも新郎・新婦が持つオー

ラを引き出すことが大切と捉え、長谷川清美は挙式 4 カ月以前にカウン

セリングを設け、ヘアメイクの点から花嫁の挙式の好みをいち早く把握し

て理想の結婚式の準備をサポート。また、ウェディングプランナーに代わり

挙式に関する質問や不安な点なども聞いてアドバイスもしていきます。ヘ

アメイクのリハーサルもイメージ確認で終わるのではなく、その後も挙式ま

での期間、最大限にオーラを放つヘアメイクを常に考え、当日はリハーサ

ルよりも良いヘアメイクを創り出すようにしています。

結婚式は新郎・新婦にとって生涯に一度の大切な日です。挙式当日、

美容師は何よりも新郎・新婦に「自分たちは綺麗、輝いている」という自

信を持たせること・導くことが大切です。その気持ちがあることで新郎・新

婦はオーラを放ち、挙式では最高の輝きでのぞむことができ、映像や写真

等にもその姿を残すことができます。 

このように長谷川清美は、他社ではなかなか取り組みが難しい美容師に

よる挙式前の事前準備に注力し、理想の挙式のカタチづくりに取り組ん

でいます。「婚礼のエキスパート美容師」として評価の高い長谷川清美が

活躍する理由は、挙式にかかわる 7 つのスキルを備えているからこそで

す。 

また、このコロナ禍の 2 年間、長谷川清美は最新のトレンドを身につけるために全国各地のフォロワー数の多い人気美

容師のもとに通い、今花嫁が求めているトレンドのヘアメイクを自ら学びスタッフに伝えていきました。 

現在、長谷川清美はトレンドの洋装、古典の和装もどちらもできる・挙式当日まで最高のヘアメイクを追求する美容師

を多く育て上げることに注力しています。 

<企画のご提案> 

7刀流！？美容師・ウエディングプランナー・チャペルコーディネータ―・・・ 

婚礼のエキスパート美容師 長谷川清美 

新郎・新婦の最高の輝きを引きだす挙式づくりにかける想いとは 
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◆７刀流 長谷川清美について

株式会社マリエ 代表取締役

合同会社 KIYOMI 代表取締役

一般社団法人 Mariage Grande Academia 理事 全日本ブライダル東海支部支部長

一般社団法人全日本ブライダル協会 理事

<プロフィール> 

山梨県で美容師としてスタート。20 代で横浜の経営コンサルタントの会社にヘッドハンティ

ングされ入社する。ビジネスマナー、接遇マナーのインストラクターとして全国規模でセミナー

を開催。 斬新なサロン経営手法が脚光を浴び、マスコミに取り上げられる。フランス・パリ

のヴァンクリーフ、カルティエ、シャネルなどのジュエリーデザイナーとのコラボレーションにより、 

オリジナルアクセサリーの企画立案、営業、販売を手がける。サロン経営とともに、桂由美

の全日本ブライダル協会においてウェディングプランナーのライセンスを取得。ヘアメイクのプ

ロ集団「ヘアメイク KIYOMI 」主宰として活躍。 藤原紀香・益若つばさ・阿部力・安藤美姫・道端アンジェリカ、その

他多数の芸能人を担当。パリコレクションなどの海外コレクションやミスユニバースのヘアメイクを数多く経験。 

また、マイケルジャクソンの「スリラー」のヘアメイクで知られる徳永優子氏を師事し、エミー賞レッドカーペットを徳永氏と共

に踏み、アメリカのテレビ業界関係者との交流も深める。 

2003 年株式会社マリエの共同経営者となる長谷川秀二との結婚により名古屋に拠点を移す。桂由美の一般社団

法人全日本ブライダル協会においてウェディングプランナーのライセンスを取得。 

現在、美容師はサロンワークかウェディングのどちらかしかできないということが当たり前になり、一生の仕事を思われていた

美容師が年齢が高くなると独立以外に自立できなくなっていることに強い危機感を感じ、本来の美容師の姿であるサロ

ンワークも冠婚葬祭もプロフェッショナルとなる美容師の育成に奮闘している。

<７刀流について> 

長谷川清美はサロンワーク、婚礼ワークなどの美容師だけではなく、様々な顔を持ち美容業界の一線で活躍していま

す。 

＜著書＞ 

結婚式から生まれるしあわせ ブライズルームは聖域（キャラナビ出版） 

＜メディア掲載実績＞ 

フジテレビ、日本テレビ、テレビ朝日などのテレビ業界のみならず、産経新聞やイギリス BBC 放送からまでも取材を受け、

長谷川清美自らがテレビ出演。 

（例） 

名古屋テレビ「反転の光」 

関西テレビ「ノックは無用」 

テレビ愛知「データで解析!サンデージャーナル」

YouTube「トモダチ TV」 武田邦彦「笑って暮らして医者知らず」でゲスト出演   

 人生の師と仰ぐ桂由美と長谷川（左） モナコ公国 アルベール大公ガラパーティー パリコレクションにて 
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7刀流で、名古屋から世界へ  
女性美容師 長谷川清美  

～美容業界の再編、人材育成、日本の伝統文化の継承に邁進中～ 

① 美容師 サロンワーク
一般客から著名人までのヘアーメイクの実績多数

藤原紀香・益若つばさ・阿部力・安藤美姫・道端アンジェリカなどの著名人をはじめ、

パリコレなどの海外コレクション、ミスユニバース、エミ―賞レッドカーペット、モナコ公国アルベール大公ガラパーティー

ルーマニアで行われた国交１００周年記念ジャパンフェスティバルブライダルショーのバックヤード参加まで、幅広い

フィールドでクリエイティブなヘアーメイクも数多く経験。

クリエイティブワークの最新トピックス

◆世界で活躍する LEAM Japan とコラボレーション

LEAM Japan は、自社独自の基準をクリアした海外のハイレベルなフォトコンペティションで評価され続けるフォトグラファ

ーが所属し、映像・ヘアメイク・フローリスト、空間デザイン、Web・IT などの各スペシャリストも連携して活動するクリエイ

ティブ集団。2022 年7 月よりスタートした芸術性の高い絵画のような「Trip photo」のプロジェクトに参画し、ヘアーメ

イク、着付を担当。

※「Trip photo」は「大切な人と過ごす」をテーマに掲げ、歴史的文化財や国宝など日本ならではの特別な場所で、日本の美しい四季や伝統文化、職人

たちが創り出す工芸品を演出に用いて、大切な人と過ごす価値ある時間を提供する体験型フォトサービス。 

パリコレクションにて バックステージの様子 
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② 美容師 婚礼ワーク
1 年先の予約待ち 挙式で圧巻のオーラを放つ新郎・新婦に導くマリアージュスタイリスト

桂由美の一般社団法人全日本ブライダル協会においてウェディングプ  ランナーのライセンスを取得。

長谷川は、カットやパーマなどのサロンワークで必要な美容の技術と、和装、洋装、ブライダルヘアーメイク、着付け

など婚礼ワークに必要な技術を持ち二刀流の美容師として活躍中。

長谷川の高い技術力から、結婚式以外にも、お宮参り、七五三、成人式、卒業式、オーダーが殺到し、予約受

付は 1 年後からとなっている。

婚礼ワークの最新トピックス 

・熱田神宮（愛知県名古屋市）

・日本庭園「徳川園」（愛知県名古屋市）

※主に日本文化・歴史的価値の高い建造物で実施

  長谷川清美の婚礼ワーク予約状況 　　　　１年前からの挙式ヘア―メイク予約受付
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③ ウェディングプランナー
技術提供だけじゃない！

日本初 プランナー視点を取り入れた美容師として成功

ウェディングプランナーは、結婚式を総合的にプランニングし、準備から

当日までの管理業務も行う専門的な仕事です。顧客のニーズに合う

結婚式になるように提案し、必要な備品や人材の手配等を含めて総

合的にサポート。 

長谷川は、桂由美が会長 代表理事を努める一般社団法人全日

本ブライダル協会にて現在、理事として就任。 

ウェディングプランナーとの出会い

35 歳の頃、コンサルティング会社の経営層が変わったことを機に退職。

マリエの共同経営者となる長谷川秀二との結婚により名古屋に拠点を移す。マリエの前身となる会社で美容師の

離職率の高さを目のあたりにして業界への危機感を感じた矢先、偶然に「桂由美 一般社団法人全日本ブライダ

ル協会セミナー」の記事を見つけ直感で参加を決める。セミナーを通じてブライダルという新しい世界に刺激を受ける。

冠婚葬祭やブライダルの舞台があることで七五三や成人式、結婚式から最期のときまで人生の節目に携われること

が可能となり、美容師が全ての技術を身に付けることで生涯を通じて活躍できると確信する。 

その後、長谷川は美容師経験も生かせるウェディングプランナーでは、美容師とは別もののような印象でウェディング

プランナーは新婦の一番近くにいる人で、メイクアップから着付、マナーまで全てがわかる美容師が演出することが必

要と捉え、ウェディングプランナーは自分自身の運命と感じ、日本におけるウエディングプランナーの第一人者である

阿部トシ子や桂由美の元で様々なライセンスを取得。「まずは自社から変える」と決心し、マリエでブライダル事業部

を立ち上げにもつながっている。 

④ チャペルコーディネーター
チャペルコーディネーターとは、プランを元にお客様との最終挙式打ち合わせや挙式当

日のアテンド、結婚式当日をサポート。長谷川は日本におけるウェディングプランナーの

第一人者である安部トシ子（オフィスマリアージュ）の元でノウハウを取得。日本では

意識の低い宗教に基づく挙式の在り方から理想の挙式づくりを提案。 

⑤ 日本礼道古流 礼儀作法小笠原流師範
礼儀作法小笠原流とは、武家の質実剛健な文化に即し、無駄な動きを省き、必要最小限の機能を使う、実用

的かつ合理的なところに特徴がある礼儀作法。長谷川は、冠婚葬祭でのヘアーメイクから着付けまでの専門技術

や婚礼の歴史を習得。美容師から日本の文化を継承する活動を実践している。

安部トシ子とのツーショット

写真 

礼儀作法小笠原流師範の資格証明
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長谷川清美が目指す婚礼でのヘアーメイクとは 

ヘアーメイクは、ウェディングプランナーが組まれたスケジュールの

中でお客様の挙式の準備期間では、美容師は事前ヒアリングと

リハーサルの 2 回を実施して当日の挙式を迎えます。日頃の挙

式案件数に追われ、美容師もウェディングプランナーも打ち合わ

せ回数を最小限で実施している中で長谷川清美は「現場が作

業と捉えて挙式づくりにかかわっている」ことに課題を感じていた。

挙式では美容師は何よりも新郎・新婦が持つオーラを引き出す

ことが大切と捉え、長谷川清美は挙式 4 カ月以前にカウンセリ

ングを設け、ヘアーメイクの点から花嫁の挙式の好みをいち早く

把握して理想の結婚式の準備をサポート。また、ウェディングプラ

ンナーに代わり挙式に関する質問や不安な点なども聞いてアド

バイスをおこなっている。 

◆エピソード紹介（実際のお客様の声）

衣装で悩んでいた時は衣裳店まで見に来てくださったり、前撮りでは、曖昧な私を的確にまとめ上げてくださって、本

当にとても良い方に巡り会えたと感謝しています。最初は『先生』と呼ばれていらっしゃるので緊張していましたが、お

会いする回数が増えるにつれて、長谷川清美先生のおちゃめな一面を見ることができて、ふっと肩の力が抜けまし

た。 

長谷川清美先生に創って頂いたヘアーメイクは、お友達や親戚・家族からとても好評でした。こうしてご縁があって

長谷川清美先生に担当して頂けたことに幸せを感じます。また、当日、気の行き届いた細やかなアテンドをしてくだ

さり、私自身、終始安心して宴を楽しむことが出来ました。前撮りではいろいろなヘア＆メイクパターンで写真を残す

ことができ本当に納得いく撮影にして頂きました。 

⑥美容に関する講演家
長谷川は美容教育事業として一般社団法人 Mariage Grande Academia

を設立し理事を務める。

日頃から社内だけでなく、現役の美容師から美容専門学校に通う学生まで、

美容業に携わる方々に向けて特別講座の開催や講座の動画配信などに

積極的に取り組んでる。

講演家の最新トピックス 

以下の専門学校では、学校行事がない時に継続的に開催中。 

〈昨年の特別講座の実績〉 

ナゴヤモード学園（所在地：愛知県）

講義テーマ：「特別な１日を演出」ブライダルヘアーメイクアーティストの心得と、一生涯美容ができる美容師

参加者：ヘア・メイクアーティスト学科、美容学科、メイク・ネイル学科

日本福祉教育専門学校（所在地：東京都） 

講義テーマ：外見メイクと心のメイクについて、メイクの歴史やヘアーメイクの基礎的な知識、 

ヘアーメイクレッスン

参加者：外国人介護士 
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⑥ 経営コンサルタント（社員教育）
婚礼シーズン以外では、社員教育に注力

長谷川は 27 歳の時に美容室を退社し、美容コンサル

ティング会社に入社。経営者の側で仕事の取り組み方、

人に役立つ人生、生き方を学ぶ。クライアントからの評

価も高く社内でもトップコンサルタントとして活躍。 

その後、「サロンワークから冠婚葬祭までトータルで美容

を学べば、60 歳を超えても活躍できる職業になる」と考

え、“生涯美容師の育成”を企業理念に掲げ、2006 年

より自社独自の教育体制づくりに着手。約 10 年かけて

作り上げた“生涯美容の基盤”となる企業方針は、業界

内外から高く評価を受け、2016 年には経済産業省の

「経営革新計画・サービス事業分野（2017 年度補正

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金（事業計画名：美容室&ブライダル業の二毛作業態サービスの開

発によるマリエスタイルの構築）」にも認定。 

現在、「美容二毛作」という事業展開をすすめ、美容室ワークと婚礼ワークの二刀流の仕事が出来る美容師の育

成を実践しています。さらに、2020年には「女性が一生働き続ける環境と機会の創出・技術者への明確な評価基

準とキャリアアップ制度・全ての人に快適な空間と優しいサービスの提供」という事業テーマにおいて一般社団法人日

本ノハム協会の認証基準を満たし、SDGｓ認証を獲得。 

現在、当時の経験も活かし、美容業界をはじめ様々な業界での社員教育の講師としても活躍。 
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社員教育の最新トピックス 

〈実績〉 

美容業界からも社員教育オファーを受け 5 年連続担当。 

株式会社フォルテ （所在地：東京都） 

1，2 年生の人材教育 合宿 

講義テーマ： プロの美容師を目指すには
参加者：株式会社フォルテ社員　1，2 年生

〈今後の取組み〉 

トップアーティストとのコラボレーション 「スクール事業」

スペシャルメイクアップアーティスト佐藤 健司とのコラボレーションによる、若手美容師たちに向けて日本と西洋

のヘアーメイクの文化や歴史を伝える「スクール事業」が年内より始動予定。 

佐藤 健司のプロフィール 

タイ・バンコクで俳優として活動を開始、映画、ラジオ、雑誌、CM 多数に出

演。俳優スキルを試すために参加したタイで人気の女装コンテスト「MISS 

AC/DC」で初の異性愛者として出演し、3位入賞を果たしたのをきっかけに

メイクの世界を志す。その後カナダ・トロントに移り、2010 年 IMATS

(International Make-up Artist Trade Show) 世界大会優勝。カナ

ダを拠点として映画、TV、MV、など 140 以上の海外作品に携わり、ハリウ

ッドスターを始め、俳優、モデル、アーティストなどのメイク、ボディーペイント、

特殊メイクを手がける。2011 年末に帰国し、TV、CM、MV、広告、雑誌

や専門学校の講師として特殊メイク、エアーブラシの技術を教えるなど、マル

チなメイクアップ技術を武器に多方面で活躍中。エアブラシの技術は、映画

「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで、アカデミー賞”メイクアップ部門賞”を 2

度受賞したエアブラシメイクのカリスマであるドミニーティルから指導を受ける。

（タイや欧米など海外での活動経験が豊富なため、英語、タイ語も話す）

株式会社フォルテの 

社員教育の様子 

参考資料

モナコ公国　アルベール大公ガラパモナコ公国
アルベール大公ガラパーティーーティー

桂由美　全日本ブライダル協会　ウエディングプランナー
（旧姓　中込清美）

mariepapa
ハイライト表示

mariepapa
ハイライト表示
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◆会社概要

社名： 株式会社マリエ 

代表： 代表取締役 長谷川清美、長谷川秀二 

創業： 1947 年７月１日 

設立： 1982 年 10 月 1 日 

本社所在地： 愛知県名古屋市千種区内山 3-31-25 マリエビル 

本部事務所： 愛知県名古屋市中区金山 4-1-9 4Ｆ 

電話：  052-253-8004

資本金： 2000 万円 

従業員数： 60 名 

事業内容： 美容室、ブライダルヘアーメイク、着付け(和装全般)、エステ、ネイル、まつげエクステ、 

海外挙式プロデュース、ブライダルプロデュース、ブライダルコーディネート、美容関連商品販売 

U R L： https://marieplus.jp/ 

オンラインショップ： https://www.marie-webshop.com/

系列会社 合同会社ＫＩＹＯＭＩ 

一般社団法人 Mariage Grande Academia 

＜お客様お問い合わせ先＞ 

 info@marieplus.jp 

電話 052-253-8004 

【報道関係者 お問い合わせ先】 

マリエ 広報事務局

担当：長谷川（070-1389-0175）

E-mail： info@marieplus.jp  TEL：052-253-8004  FAX：052-253-5906

https://www.marie-webshop.com/
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