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誰もが活躍出来るシステムで

常に最新最高の技術を提供できる

「美のスペシャリスト」を育てます
IEA国際アイデザイニング協会は長年培ってきた美容の専門知識、

特に目元に特化した様々なコースをご用意しております。

技術やお客様との信頼関係づくりを重視したプログラムを実施し、

習得後すぐプロとして活躍出来る人材を育成しています。

一般社団法人 国際アイデザイニング協会



4POINTs I EA国際アイデザイニング協会の４つのポイント

当協会独自の最新の美容技術を学ぶことができ

ます。また、理事自らが世界からの新しい技術を

常に導入しており、その技術の全てを受講者の方

へ伝授します。

受講者は専用ページから動画復習ができたり

様々な資料が見られるようになっています。

また、協会オリジナルのロゴやチラシ、写真など

が自由に使えます。

実際に成果を出してきた協会講師から、効率的

な集客方法や営業・経営スキルを学ぶことがで

きます。技術の習得だけでなく、開業支援や資格

取得後のサポートが充実しています。

全国で活躍中の現役メイクアップアーティストや

美容家が考案した技術が学べます。また、技術だ

けでなくお客様との接客術をプロの目線でお伝

えします。

常に最新の技術をアップデート

現役アイリスト・メイクアップ
アーティストによる技術指導

充実のフォロー体制

サロンの集客方法など
充実した独立支援



まつ毛デザイニング

COUR SES コース

眉毛デザイニング

★ 眉毛エクステ認定講師コース

★ 眉毛エクステセルフ認定講師コース

★ 眉毛パーマ認定講師コース

★ 眉毛エクステ認定プロコース

★ 眉毛デザイニング認定プロコース

★ 眉毛パーマ認定プロコース

★ 眉毛エクステセルフコース

　 眉毛パーマ〈 動画通信講座 〉

　 まつ毛エクステ認定講師コース

　 まつ毛エクステ基礎認定コース

★ まつ毛パーマ認定講師コース

★ まつ毛パーマ認定プロコース

　 まつ毛パーマ〈 動画通信講座 〉

★ ボリュームラッシュ認定コース

　 ボリュームラッシュ〈 動画通信講座 〉

★ ドールカールラッシュ認定コース

　 ドールカールラッシュ〈 動画通信講座 〉

ワックス脱毛

★ フェイシャルワックス認定講師コース

★ トータルワックス認定講師コース

★ フェイシャルワックス認定プロコース

★ トータルワックス認定プロコース

★ メンズワックス認定講師コース

★ メンズワックス認定プロコース

★ フェイシャルワックスセルフコース

フェイシャル・エステ

小顔フェイシャル認定講師コース

小顔フェイシャル認定プロコース

ハーブピーリング認定講師コース

ハーブピーリング認定プロコース

受講時間：２日間 計10時間　 / 209,000円(税込)

受講時間：５時間 　/ 受講料：101,200円(税込)

受講時間：５時間 　/ 受講料：101,200円(税込)

受講時間：５時間 　/ 受講料：60,500円(税込)

受講時間：３時間 　/ 受講料：38,500円(税込)

受講時間：４時間 　/ 受講料：60,500円(税込)

受講時間：３時間 　/ 受講料：21,780円(税込)

所要時間：約１時間　 / 受講料：9,900円(税込)

受講時間：5時間　 / 受講料：101,200円(税込)

受講時間：２日間 計10時間　 / 受講料：209,000円(税込)

受講時間：４時間　 / 受講料：60,500円(税込)

受講時間：６時間　 / 受講料：85,800円(税込)

受講時間：５時間　 / 受講料：101,200円(税込)

受講時間：４時間　 / 受講料：85,800円(税込)

所要時間：２時間　 / 受講料：21,780円(税込)

受講時間：２日間 計10時間　 / 受講料：209,000円(税込)

受講時間：６時間　 / 受講料：85,800円(税込)

受講時間：１日間 計８時間　 / 受講料：336,600円(税込) キット付

受講時間：１日間 計５時間　 / 受講料：206,800円(税込) キット付

受講時間：３日間 計15時間　/ 受講料：405,900円(税込)

受講時間：５時間　/ 受講料：104,500円(税込)

受講時間：５時間　/ 受講料：101,200円(税込)

受講時間：４時間　/ 受講料：60,500円(税込)

所要時間：約３時間　/ 受講料：21,780円(税込)

受講時間：３時間　/ 受講料：46,200円(税込)

所要時間：約３時間　/ 受講料：21,780円(税込)

受講時間：３時間　/ 受講料：46,200円(税込)

所要時間：約３時間　/ 受講料：21,780円(税込)

★：オンライン受講可能なコース zoomで担当講師がマンツーマンで指導します

動画通信講座 動画で自由な時間に学習を進めていただけます
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眉毛デザイニングのプロを目指す

眉毛エクステ認定講師コース

受講時間：５時間/受講料：101,200円（税込）
《セルフコース修了生は79,420円（税込）》

どなたでも活躍できるシステムを用意しています。私たちと一緒に仕事もプライベートも充実させませんか？

A

眉毛エクステセルフ認定講師コースC

受講時間：２日間 計10時間 / 209,000円（税込）
《プロコース修了生は148,500円（税込)》

眉毛エクステ認定プロコースB

眉毛エクステセルフコースE

デザイニング認定プロコースD

眉毛エクステセルフコースの内容と眉毛エクステセルフ認定講師に
なるための講座です。 
講師資格習得後は、当協会の資料やノウハウで、スクールを開講する
ことができます。

眉毛エクステのプロとして、店舗や自宅サロンでお客様に「眉毛
エクステ」の施術ができます。お客様に施術をすることを目的と
した専門コースで、美眉のデザイン法や眉と顔のバランスなど、
プロのアイブロウリストとして知っておくべき知識と技術、アレ
ンジ法を学べます。

美眉デザイン法や眉と顔のバランスなど、プロアイブロウリスト
として知っておくべき知識と技術、アレンジ法を学べます。美眉
デザイニングの知識と、オリジナルテンプレートを作成して「ア
イブロウデザイニング」のプロとして、お客様に施術をすること
を目的とした専門コースです。

自分で手軽に眉毛エクステができるようになるセルフコースは、
どなたでも受講できます。
わかりやすいテキストとすぐに眉毛エクステを始めることができる
協会のオリジナルグルーが含まれたキット付きです。
美眉デザイン法や眉と顔のバランスなど、綺麗な眉を描くのに知って
おくべき知識と技術、アレンジ法を学べます。

眉毛エクステ認定プロコースの内容と眉毛エクステ認定講師になる
ための講座です。 
講師資格習得後は、当協会の資料やノウハウで、スクールを開講する
ことができます。

万全のフォロー体制 認定講師コースは、無料でフォロー講習5時間×2日間を受講できます。(認定校にて) 
３回目以降又はプロコースは11,000円/１時間です。フォロー講習の参加は自由です。～自信がつくまで技術フォローを致します～

認定講師になって
スクール開講したい

集客できる
メニューが欲しい

セルフ眉エクを
学びたい

受講時間：５時間 / 受講料：60,500円（税込）

受講時間：３時間 / 受講料：38,500円（税込）

受講時間：３時間 / 受講料：21,780円（税込）

Eyebrowlist course



※価格は全て税込です

美眉オリジナルテンプレート

新発売！ 協会オリジナ眉毛エクステグルー & テンプレートの購入ができます

協会オリジナル眉毛エクステグルー

日本初、業界初！！
『美眉オリジナルテンプレート』工房と提携して、お客様に合わせた専用眉テンプ
レートをオーダー販売できます。
小顔美人の黄金比から導き出した『美眉オリジナルテンプレート』を使うことで、サ
ロンでの眉毛エクステも簡単な工程で施術することができます。

・まつ連基準適合品（ヒト皮膚パッチテスト済）
・ホルムアルデヒド基準値クリア
・施術（完全硬化後）の行動（メイク・洗顔・プール・サウナ）制限なし
・ラテックス（天然ゴム）不使用
・カーボン不使用（ノンカーボン）

原材料・商材部品すべてが日本製で眉毛にも
皮膚にも使える特殊なグルーです。

※こちらは協会スクール受講生のみ購入可能です

美眉オリジナルテンプレート

協会オリジナルグルー 眉毛エクステ 施術例

デザイニング技術

オリジナルグルー購入権利

テンプレ販売権利

眉エクステ技術

デザイニング導入

眉エクステ導入

スクール開講

ディプロマ修了証

正会員登録

認定サロン登録

認定校登録

コース料金

講習時間

フォロー講習

美容師免許資格

A B C D E
眉毛エクステ
認定講師コース

眉毛エクステ
認定プロコース

眉毛エクステセルフ
認定講師コース

デザイニング
認定プロコース

眉毛エクステ
セルフコース

メニュー導入と
スクール開講

どなたでも受講できますが、料金を頂く施術は美容師免許が必要です。認定講師は、美容師免許取得者と
一緒に講習を行うことができます。詳しくは、お問合せ または ホームページをご覧ください。

209,000 円 60,500 円 101,200 円 38,500 円 21,780 円

５h×２日＝10h

B.D.E コース開講

無料 (５h×２日 ) 無料 (５h×２日 )10,000 円 / 1h 10,000 円 / 1h

D.E コース開講

※１）

取得者/取得見込み者 ※１） 取得者/取得見込み者 どなたでも どなたでも どなたでも

5h5h 3h 2h

メニュー導入
メニュー導入と
スクール開講 メニュー導入 一般の方向け
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POIN Ts

※まつ毛エクステ認定講師コースはフォローがつき合計３日間の講習

まつ毛エクステ認定講師コース
まつ毛エクステ基礎、ボリュームラッシュ、ドールカールラッシュ全ての知識、技術が学べ、
全てのスクールが開講できる認定講師習得コースです。
エクステンションのデザインベースや基本のカールが付けられるようになる技術と、基礎
知識から応用までまつげエクステの全てが学べるコースです。

まつ毛エクステ基礎認定コース
まつ毛エクステ初心者の方を対象としたコースです。
エクステンションのデザインベースや基本のカールが付けられるようになる技術と、エク
ステンションがどのようなものなのか基礎知識を学べるコースです。

ボリュームラッシュ認定コース
お客様にとても人気の技術です。
3Ｄ・4Ｄボリュームラッシュはアイリストとして学んでおきたい技術です。ＩＥＡ国際ア
イデザイニング協会のボリュームラッシュは、仕上がりの美しさだけでなく、束にならず、
エクステの持ちをＵＰ出来る方法まで学べます。お客様の満足度が高ければ、リピート率
も確実に上がります。

ドールカールラッシュ認定コース
パーマ液を使用せずまつ毛にカールをつけてまつ毛エクステを装着する技術です。
下向きのまつげや、逆さまつげの方、カールの持ちを良くしたい方、白目にかからず、
まつげエクステが装着できます。
お客様に大変喜ばれる、まつ毛エクステのオプション技術です。

まつ毛デザイニングのプロを目指す

まつ毛デザイニングコースの特徴

Eyelash extension course

受講時間：３日間 計15時間 / 受講料：405,900円(税込）

受講時間：３時間 / 受講料：46,200円(税込）

受講時間：３時間 / 受講料：46,200円(税込）

少人数で、一人ひとりのスキルに合わせて学んで頂けます。
しっかりと学べる少人数制

どのコースも内容が充実したテキストを使用し、まつ毛エクステがより美しく仕上がりお客様
に喜んでいただけるやり方やコツ、早く施術するための練習方法などをお伝えしています。
基本知識やテクニック以外に、カウンセリング力や、デザイン力など即実践に使用できる内容
を重視し指導しています。

充実したわかりやすいテキスト

忙しい方でも無理なく学習
日々の業務であるサロンワークの中で忙しいあなたでも、無理なく習得可能な１day講習*です。
限られた時間の中で効率的に学んでいただけるよう特別なカリキュラムをご用意しました。

IEA国際アイデザイニング協会のまつ毛エクステンション技術は『エクステの持ちがいい！』

現場のプロを講師陣に迎えた本格的な授業で、確かな技術と即戦力となる実力が身につきます。

即戦力になる、まつ毛エクステンションの技術をお伝え致します。

受講時間：５時間 / 受講料：104,500円(税込）
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通信講座で受講できるコース
動画の通信講座なので好きな時間に、
自分のペースでどこででも何度でも学ぶことができます。

認定校講習と同じ内容が、ご自宅で学べます

通信講座の特徴

通信講座受講の流れ

動画講座の中で、やり方やコツ、より早く習得できる練習方法
などをお伝えいたします。

忙しいサロンワークの中で、短時間で習得可能です。

お申し込み、ご入金確認完了後、メールにて講座の専用ホームページと
パスワードをお送りいたします。※配達物はございません。

専用ホームページにパスワードを入力いただくと、動画視聴、テキストがダウンロードできます。

動画再生は、携帯、パソコン、タブレットなどからネット環境のあるところ
であれば、いつでも何度でも繰り返し学べます。

１.

2.

■ ドールカールラッシュ動画通信講座
どこにもない技術で、他のサロンに差をつけることができます。
「カールの持ち」・「エクステの持ち」・「白目にかからない」の３つのポイントでお客様に大変喜ばれるまつ毛エクステの
最新技術です。下向きにまつげが生えている方にも、下まつげと絡まないので持ちがよくなります。
ドールカールラッシュは、自まつげを根元からグイっと持ち上げた仕上がりになるのでお人形のように、根元から
スーっと綺麗な上向きまつげに仕上げることが出来ます。

マツエクが今まで以上にＵＰして、ぱっちり目元を作ることができます。
パーマ液などは、一切使わないのでまつげを痛めることなく施術可能。
一度、習得すれば他のサロンに差をつけるとともに、施術料金もＵＰ出来ます。

■ ボリュームラッシュ動画通信講座
3Ｄ・4Ｄボリュームラッシュはアイリストとして学んでおきたい技術です。
国際アイデザイニング協会のボリュームラッシュは、仕上がりの美しさだけでなく、束にならず、エクステの持ちを
ＵＰ出来る方法まで学ぶことができます。
お客様の満足度が高ければ、リピート率も確実に上がります。

『ボリュームラッシュ』300本から500本の装着が可能。ボリューム感自由自在。
フサフサなのにフワフワ、初めての付け心地。自まつ毛が少ないとお悩みの方でもボリュームUPが可能になるので、
まつエクの持ちがよく、お客様にご満足いただける技術を学べます！

受講料 ： 21,780円(税込)（ディプロマ発行は別途5,500円が必要です）

受講料 ： 21,780円(税込)（ディプロマ発行は別途5,500円が必要です）

受講料 ： 21,780円(税込)

■ 眉毛パーマ動画通信講座

■ まつ毛パーマ動画通信講座
最新のまつ毛パーマの技術を学ぶことができます。『まつ毛パーマ』のメニュー導入が可能です。
しっかりとカールを根本から立ち上げる事が可能な【最新のまつ毛パーマ】の技術を受講いただけます。
まつ毛パーマを以前に習ったけど技術に自信がない方や古い技術をお持ちの方も最新の技術を学んでいただけます。

眉毛デザイニング

まつ毛デザイニング

最新の眉毛パーマの技術を学ぶことができます。『眉毛パーマ』のメニュー導入が可能です。
アメリカや韓国で大人気の眉毛パーマの技術眉毛エクステやワックスなどと併用してメニュー化できるので
お客様単価がUPします

（ディプロマ発行は別途5,500円が必要です）

受講料 ： 21,780円(税込)（ディプロマ発行は別途5,500円が必要です）



フェイシャルワックス認定講師コース
眉のデザインの取り方から眉毛ワックス方法、フェイシャルワックスの各技法を習得
できるフェイシャルワックス認定プロコースの内容と認定講師になるための講座です。
講師資格習得後はフェイシャルワックス認定プロコースのスクールを開講できます。

お顔、全身のワックス、VIO技術を習得出来るトータルワックス認定プロコースの内容と
認定講師になるための講座です。
講師資格習得後はトータルワックス認定プロコースのスクールを開講できます。

トータルワックス認定講師コース

フェイシャルワックス認定プロコース

受講時間：5時間 / 受講料：101,200円(税込)
《フェイシャルワックス認定プロコース修了生は 40,700円(税込)》

受講時間：２日間 計10時間 / 受講料：209,000円(税込)
《トータルワックス認定プロコース修了生は 123,200円(税込)》

骨格、筋肉、顔パーツから分析した眉のデザインの取り方から眉毛ワックス方法、フェイ
シャルワックスの各技法を習得できます。ワックスの種類と違いも詳しく指導。
１日で技術を習得でき、受講後は、眉毛ワックス、フェイシャルワックスをサロンに導入
出来ます。

トータルワックス認定プロコース
トータルワックス技術を学ぶ事でお顔、全身のワックス技術を習得出来ます。
VIOのワックス技術も細かく指導します。また、鼻毛脱毛、顔全体、口周りや、眉間、おでこ
などのフェイシャルワックスの脱毛方法も学べます。
1日で技術を習得でき、受講後はトータルワックス（顔、全身、VIO）をサロンに導入出来ます。

メンズワックス認定プロコース（VIO技術）
男性の美意識も高まっている昨今。男性のお客様を対象としたブラジリアンワックスの
施術を学んでいただけるコースとなっております。トータルワックス技術との併用で
ワックスのスペシャリストを目指せます。

受講時間：４時間 / 受講料：60,500円(税込)

受講時間：６時間 / 受講料：85,800円(税込)

受講時間：４時間 / 受講料：85,800円(税込)

メンズワックス認定講師コース（VIO技術）
メンズVIOのワックス技法を習得できます。資格習得後はメンズワックスのメニューを
導入でき、講師として開講も可能です。メンズで他の部位を習得したい場合は「トータル
ワックスプロコース」を同時に受講する事をお勧めします。

受講時間：５時間 / 受講料：101,200円(税込)

ワックス脱毛コース Waxing hair removal
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眉毛デザイニング技術

フェイシャルワックス技術

ボディワックス技術

VIO技術

商材購入権利

スクール開講

正会員登録

認定サロン登録

認定校登録

コース料金

講習時間

フォロー講習

※価格は全て税込です

A B C D FE

フランスでワックス脱毛のプロが最も愛用している商材を
受講生のみ購入出来ます

認定講師になってスクールを開講をしたい
リピートしてもらえるメニューを導入したい
メニュー単価を上げたい
眉エクステと一緒にメニュー化したい
人に教える事が好き
美容の仕事をしている
一生使える技術を学びたい
集客できるメニューがほしい
ワックス技術を学びたい
プロ用商材が購入出来る
協会の認定がほしい

充実した内容のテキストで学べる

フェイシャルワックスをすると綺麗なラインが作られるので、
眉毛がキレイに描ける

トータルワックス技術を学ぶ事で全身のワックス技術を習得出来る

認定講師コース受講後は、各認定プロコースのスクール開講ができる

こんな方にオススメです

ワックス脱毛コースの特徴

VIOのワックス技術も細かく指導

ワックス脱毛をする事で余分な角質や産毛を取り除き
お肌が綺麗になる

技術は短時間（各部位約20分）でできるので、お客様の回転率を
あげられる

他に導入しているサロンが少ないので、宣伝しやすい

ワックスの脱毛方法から衛生管理や皮膚学も学べる

最短1日で技術を習得出来る

受講生特典

フェイシャルワックス
認定講師コース

フェイシャルワックス
認定プロコース

トータルワックス
認定講師コース

トータルワックス
認定プロコース

メンズワックス
認定プロコース

メニュー導入と
スクール開講

101,200 円 101,200 円60,500 円 209,000 円 85,800 円 60,500 円

５h

Bコース開講

無料(５h×２日) 10,000 円 / 1h 10,000 円 / 1h 10,000 円 / 1h

Dコース開講

メンズ

５h×２日＝10h４h ６h ４h５h

メニュー導入
メニュー導入と
スクール開講

メニュー導入と
スクール開講メニュー導入 メニュー導入

メンズワックス
認定講師コース

Fコース開講

無料(５h×２日) 無料(５h)

メンズ



小顔フェイシャルコース Facial beauty treatment

ハーブピーリングコース Herb Facial treatment

資格不用でどなたでも受講可能
少人数制で学べる
認定講師になると、プロコースのスクール開講ができる
小スペースで施術可能 
背中デコルテも含めた技術を習得出来る 
クレンジング・洗顔も含めたフェイシャルの基礎も学べる 
皮膚学～衛生管理までトータルに学べる

小顔フェイシャル認定講師コース
小顔フェイシャルと背中～肩周りの各技法を学べる認定プロコースの内容と認定講師に
なるための講座です。
認定講師専用テキストを使用し講師になる為の知識とスキルを指導します。
講師資格習得後は小顔フェイシャル認定プロコースのスクールを開講できます。

皮膚学や筋肉とリンパの基礎知識や、骨格の見極め方や施術変化の見極め方など、小顔
フェイシャルの特徴・基礎知識からお伝えします。
カウンセリング方法、注意事項の説明の仕方から、上半身、お顔の実技
を丁寧に指導します。受講後は、小顔フェイシャルのメニュー導入が可能です。

小顔フェイシャル認定プロコース

小顔フェイシャルコースの内容小顔フェイシャルコースの特徴
機械を使わず手技だけでお顔から背中までつながった筋肉を、 
元の位置に戻していく技術です。

背中からのマッサージで凝り固まった筋肉を緩め、筋膜を剥がし
前かがみになった姿勢を正しい位置に戻すようにしていきます。

背中、肩周りの筋肉を緩めた後、お顔の表情筋に働きかけ、 
お顔のむくみ、老廃物を取り除いていきます。

重力により垂れ下がったお顔がリフトアップされ、即効性を感じて
いただけます。

受講時間：２日間 計10時間 / 受講料：209,000円（税込）
《小顔フェイシャル認定プロコース修了生は148,500円（税込）》

受講時間：６時間 / 受講料：85,800円（税込）

ハーブピーリング認定講師コース
ハーブピーリング認定講師としてハーブピーリング認定プロコースのスクール開講がで
きます。施術に必要なサロン導入キットが付いているので受講後に即施術可能！
IEAではコースお申し込み受講生様を認定講師に常にご紹介しておりますので、受講生の
集客の心配もありません。

痛くない 剥離しない ダウンタイムのないハーブピーリング。ハーブピーリング認定プ
ロとしてハーブピーリングの施術がお客様にできます。IEAでハーブピーリング認定プ
ロの資格を習得する事で【Bio Peel】での特典も同様に利用出来ます。また、ハーブピー
リング商材として純国産の和漢ハーブ化粧品ブランドBio Peelを卸値で購入可能です。

ハーブピーリング認定プロコース

受講時間：１日間 ８時間 / 受講料：336,600円（税込） キット付
《ハーブピーリング認定プロコース修了生は129,800円（税込）》

受講時間：１日間 ５時間 / 受講料：206,800円（税込） キット付



協会理念

正会員について

コース受講後のサポートについて

入会金・年会費

会員特典

協会理事・協会講師

HP・チラシパンフレット・ロゴ・名刺制作
サロン開業と同時に必ず必要となってくる販促物の制作も、信頼できる
提携デザイン事務所に優待価格で依頼することが可能です。

サロン開業支援

月１回開催のセミナー・勉強会

はじめてでも安心して開業に注力していただけるよう、経験豊富な講師が
無駄なく効率の良い開業方法を指導いたします。
集客方法、助成金の受け方、法人化、開業方法、SNSでの発信方法、保険
加入など、あらゆるサポートに対応可能です。

SNSの集客・発信方法を中心に、ビジネスに役立つ最新情報をお伝えして
います。また、様々な業種の方々が集まってきますので人脈の拡大の場とし
てもご利用いただけます。

IEA国際アイデザイニング協会では、『美眉デザイニング&オリジナルテンプレート』『眉毛エクステン
ション』『まつげエクステ』『ワックス脱毛』『小顔フェイシャル』の技術力とカウンセリング力でお客さま
から信頼される技術者を育成しています。
国内だけでなく『日本ブランドを世界に発信させていく』をテーマに活動しております。

・公式HPに、会員サロン、認定講師は認定校として掲載
・眉テンプレート工房と提携（コース受講者のみ）
・協会主催イベントにご招待
・会員価格にて経営セミナー、スキルアップセミナーに参加
・協会専任の総合法務事務局がサポート　代表  宮原 健一朗　
・ドクターサポート、リスクマネジメント、消費者問題対応のJMB自賠責保険加入ができる
・協会会員サロンとして営業可能

美波 さおり 加藤 きこ 大橋 まや 谷口 智美 家地 千尋
代表理事 代表理事 講 師 講 師 講 師

■ 入会金・登録費　：　コース受講料に含む
■ 年会費　　　　　：　不要
■ 対　象　　　　　：　コース修了生（セルフコースは除く）：
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http://iea-eye.comhttp://ameblo.jp/iea-eyebrows/

協会公式 instagram

http://www.instagram.com/iea.eye/
@iea.eye

一般社団法人 国際アイデザイニング協会

E-mail :  info@j-eyebrows.com

第５版 20230320

TEL/FAX : 06-6267-2323

公式アメーバブログ ホームページ

検 索iea eye ブログ 検 索iea eye

お問い合わせはLINE@が便利です24時間
受付中 @xwj0906h

〒543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐3-2-25 ネベル大阪上本町203号


