Other・Facility

Next Stage

その他・校舎設備

ネクストステージ

ショップ経営、ブランドを立ち上げて百貨店・展示会での販売など、

スキルアップゼミ

工具・宝石販売会

興味のある技術を単独で学べるショートターム講座です。

特別販売会を毎年数回実施。特にキャリアスクール生に

また、国内外の有名アーティストや職人技師によるワーク

人気なのが “宝石販売会”。定番商品の特価販売や、珍しい

ショップも実施。制作の場を広げたいという方に大変人気です。

カットの宝石などの取り扱いもあります。

好きなことを仕事する在校生・修了生もいます。

ハンドメイド

を

楽 し み た い！

宝石研磨、シェルアート（螺鈿）
、レザーシューズ制作、
WAX 石留め、
樹脂アクセサリー制作、
カメラテクニック、
海外アーティスト WS ほか

校舎・設備紹介

「ものづくり」はここから始まります。プロ仕様の制作教室や図書室、工具・材料が購入できる
ヒコマートなど、ジュエリーを学ぶ環境が整っています。
ヒコマート 学
( 生窓口・購買

図書室＆学生ホール

制作教室

ヒコは制作に集中できる環境がとても整っているので入学を決めました。
国内外の期間限定販売会やクリエーターズマーケットへの出店をメインに
mino（ミノ）

ブランド活動しています。Instagram を見て来てくださるお客様もいて、
自分がつくったアクセサリーで見ず知らずの人とつながれるなんて素敵で

@mino.silver

)

全国のクリエーターズ系マーケットを中心に
WEB販売や百貨店の期間限定ショップにも出
店。七宝焼きの色合いがやわらかく、ほっこり
するアクセサリーが人気のブランド。

すよね。また、初めての土地で美味しいものを食べたり、観光できるのも
この仕事の魅力のひとつです。web 販売もしていますが、これからも直
接販売のスタイルを大切にしていきたいと思います。

新型コロナウイルス感染防止対策
本校では、文部科学省が作成した新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル等に基づき、
コロナウイルス感染予防対策を実施し、学生が安全・安心に学校生活を送ることができるよう配慮しております。
FACE MASKS

DISINFECTION

TEMPERATURE CHECK

SOCIAL DISTANCING

VENTILATION

詳しいスケジュールやお申し込みは

https: //hiko - osakacc.jp

ホームページをご覧ください。

0120 -701-777

自分らしいセンスを磨いて、毎日を楽しもう♪

Career School
学内では、学生・教職員共に
全員マスクの着用を必須とし
ています。

登校時には全員にサーモグラ 学生ホールなどの共有スペー
校舎入口や各 教 室 前には手
スは一定の距離を保って利用
フィーカメラや非接触型体温
指消毒液を設置しており、入
室前の消毒を徹底しています。 計による検温を行っています。 していただいています。

教室は空気が循環するように、
出入口と教室内の窓を開放し
ています。

学校法人 水野学園

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
〒550 - 0014 大阪 府 大阪 市 西区 北 堀江２−１４−３
TEL. 06 - 6537- 4333

Email. osaka@hiko - osaka.jp

HIKO MIZUNO COLLEGE OF JEWELRY OSAKA
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
キャリアスクール

ジュエリーコース

ジュエリーメーキングコース

Course

Curriculum

コースのご紹介

カリキュラム

未経 験の方はゼロから学べる基礎カリキュラムからのスタートがオススメです。
基礎技術が身についたら“自分のつくりたいジュエリー”を制作したり、
選択カリキュラムから学びたいアイテムを選んで技術力をアップするのもOK！

ジュエリーメーキングコース

ハイセンスなshopが立ち並ぶ、心斎橋・堀江エリアにある校舎。
ジュエリー、アクセサリー制作に必要な設備が 整っています。

（通学・1 コマ 2.5 時間）

コース特 長

・ 授業曜日・時間等を自由に選択できる
・ 出席できないときは、他の曜日・時間に振り替え可能

詳細・お申込みは
こちら

・ フリータイム制度なら月に何回でも通える
・ 趣味として始める方、プロを目指す方まで目的もさまざま
・ 10〜80 代まで幅広い年齢の方が通っている

ミル留めリング

WAX モチーフジュエリー

ストーンペンダント

連続した細かい粒を、鏨(たがね)
という工具を使って打つ『ミル打
ち』を学ぶ。

WAX素材を使い、クロスやハー
トなど人気のモチーフでジュエ
リーを制作。

ラウンドやオーバルなど異なる
カットに合わせた石座制作や留
め方を身につける。

教室の雰囲気も良く、充実した設備で学びやすい環境が整っています。

ワイヤーセッティング
ペンダント
光を多く取り込むので、石がより
輝き、軽やかで繊細に仕上がる。

メレーペンダント

サイドメレーリング

小さな石を留める宝飾技術を修
得。バランスを考えながらパーツ
を構成し、ペンダントを制作。

センターストーンの両脇に小さ
い石を配した優雅なデザインの
サイドメレーリング。

〈 基礎カリキュラム〉
イニシャルペンダント
平打ちリング
WAX 加工基礎
甲丸リング
透かしイヤリング
ボリュームリング
〈 選択カリキュラム 〉
ソリテールリング
パールリング
ストーンペンダント
WAX モチーフジュエリー
パターンブレスレット
ボタニカルブローチ
ティファニー爪ピアス
ミル留めリング
ワイヤーセッティングペンダント
ハーフエタニティーリング
メレーペンダント
ロケットペンダント
サイドメレーリング
※カリキュラムは毎年、見直されます

募集要項

ジュエリー作家として活躍しているスクール生も。個性豊かな作品が生み出されます。

● 曜日・時間

【コマ登録制】 右表より希望の曜日、時間を選択

火

※事前連絡で他の日程に変更可能（翌々月まで）
※追加で1コマ3,500円で受講可能

「何か新しいことを始めたい」

● 入学時期

午後 B 15:10 〜 17:40
毎月入学
入学後の登録曜日・時間およびコマ数の変更、休学は1ヶ月単位で可能です

「自分で着けるアクセサリーをつくりたい」

● 申込期間

入学月の前月20日まで

はじめるきっかけは人それぞれ。
キャリアスクールではライフスタイルに合わせて、
一人ひとりの目的や夢を叶えることができます。

●

●

●

●

●

夜 間 19:00 〜 21:30

●

●

●

1ヶ月単位で口座引き落とし

【 コマ登録制 】 週1コマ（3,050円）以上登録

「すでに作家活動をしているけど
色んな技術を身につけたい」

土

午後 A 12:30 〜 15:00

【フリータイム制】 曜日、時間の制限なし

● 学費

水

※登録曜日が祝日・学校休校日と重なった場合は請求の対象になりません

【フリータイム制】 月18,400円

購入 して いた だく 工具 は、
長く使えるようにすべてプ
ロ仕様のもの。一 から使い
方を教えますので、初めて
の方も安心です。

〈入学時お支払い例〉
支払方法
一括払い

分割払い

入学金
￥36,000

工具教材費
￥75,000

入学金＋工具教材費の合計金額を
10 回払い（分割手数料 8％）
￥11,988(×10ヶ月 )

学費

合計金額 （入学時）

※入学金・工具教材費のお支払いは
「一括」
「分割」から選択できます。

コマ登録制 ( 週 1 コマ）￥12,200

￥123,200

￥18,400

￥129,400

コマ登録制 ( 週 1 コマ） ¥12,200

￥24,188

※2ヶ月目からは学費のみの請求と

¥18,400

￥30,388

※工具教材費は毎月、見直されます。

フリータイム制

フリータイム制

※左記の他、傷害保険料（1ヶ月50円）
がかかります。
なります。
（分割の場合は同額）

