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Be Fairy では特許取得済みの特殊なユリシスシートを用いた３D ボディージュエル・ユリシス認定校として
2 つの講座、また Be Fairy 独自開発技術によるフェアリスト技術とユリシスシートのコラボレーションによる
Be Fairy ３D ダイヤモンド・ジュエル ブライダル フェアリストコースの講座をご用意しています。
今後、ご自身がどのように活躍をされていきたいのか、どのようにこの技術を活かしていきたいのかにより
受講コースが異なりますので、まずはご自身の将来の可能性を見つけてみてください。
＜体験コース＞
① ユリシス ３D ボディージュエル体験レッスン by Be Fairy
＜特許取得ユリシスシート使用/ユリシスパートナー認定スクール＞
② ユリシス プロ・ベーシックコース by Be Fairy
③ ユリシス プロ・スペシャルコース by Be Fairy
＜世界初独自技法＞
④ Be Fairy ３D ダイヤモンド・ジュエル ブライダル フェアリストコース by ULYSSES
世界初の独自技法で透明感のある立体フラワーの制作を行います。
Be Fairy の代表鈴木自らが考案し、お花のひとつひとつの表情を豊かに再現し、
キラキラのグリッターによる透明感あふれるフラワーアートの方法を学べます。
「Be Fairy 専用マシーン」を使う独自開発技法だからこそ他には無い
「透明感ある輝き」が可能となります。 その輝きは、そのままアーティストの可能性を
無限に引き出してくれることと確信しています。
こちらを受講した生徒様は Be Fairy 認定ブライダルアーティスト＝フェアリストとして
有名ホテル、結婚式場でのお仕事のチャンスもあります。※フェアリストへの登録は希望制です。

【お問い合わせ】
TEL:03-6869-1709
MAIL:ayumi@be-fairy.com
http://www.be-fairy.com
株式会社 TATSUMI
Be Fairy／ビー・フェアリー
担当：鈴木
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1.ユリシス 3D ボディージュエル体験レッスン by Be Fairy (ディプロマの発行はありません)
受講料▶￥6,500-（税込）
【カリキュラム】 受講時間：約 2 時間
約 2 時間でお好きな 3D ボディージュエル１種を作り、お持ち帰りいただけます。
学科：約 30 分

技術：約 1 時間半

・3D ボディージュエルについての説明
・ユリシスシートの特性についての説明
・3D ボディージュエルの取り扱い方法についての説明
・3D ボディージュエル制作にあたり注意事項
・楽しくお好きなデザインの 3D ボディージュエルを制作します。
（約 10 種類程度のデザインの中からお好きなものを選び、制作いたします）

【Be Fairy スクールの特徴】
・Be Fairy オリジナルの専用持ち帰りケース付き
・フリードリンク付きなのでみんなでワイワイおしゃべりしながら制作を楽しめます。
・Be Fairy 限定オリジナルグリッター貸出で約 100 種類の色の中からお好きなカラーで制作ができます。
・小さなお子様やピンセットが苦手な方でも安心して取り組めるよう特殊ツールも用意しているので
4 歳以上のお子様から楽しむことができます。
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2.ユリシス プロ・ベーシックコース ／ユリシスパートナー認定スクール by Be Fairy

（ディプロマの発行があります。）

受講料▶￥138,240-（税込）
＜特典 1＞ 受講後には KT シートが生徒様特別価格にて購入することができます。
＜特典 2＞ 受講後にはユリシス認定カルチャースクール講師として活動することができます。（ユリシス本部のホームページへも掲載されます）
＜特典 3＞ Be Fairy 卒業生だけ！Be Fairy 認定アーティストとしてカルチャースクール講師、商品の制作、販売の活動することができます！
（Be Fairy 認定ユリシス 3D ボディージュエルアーティストとしてホームページへ掲載・紹介されます）
【カリキュラム】 受講時間：約 6 時間
学科：
・KT シートの特性（安全性・構造・種類・特性）
・材料説明
・制法
・カルチャースクール展開について
・営業展開について
実技：
・制法実習（1 ポイントコレクション）
・制作実習 2（応用）
・オリジナル制作実習
【スクール受講生への教材】

※写真はお渡し教材のほんの一部です。

・スターターキット （約 4 万円相当）
・講座の教本
・営業ツール用データ（ユリシス認定）
・お持ち帰り用専用ケース
・アレンジ用ストーン一式
・ベーシックデザインレシピ提供
・ベーシックデザインシート提供
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3.プロ・スペシャルコース ／ユリシスパートナー認定スクール by Be Fairy

（ディプロマの発行があります）

受講料▶￥162,000-（税込）
※ユリシス認定プロ・ベーシックコースを受講済みであることが条件です。

＜特典 1＞ 受講後にはユリシス KT シートがアーティスト様特別価格にて購入することができます。
＜特典 2＞ 受講後にはユリシス認定カルチャースクール講師として活動することができます。
＜特典 3＞ 受講後には、ブライダルコレクションの制作と営業活動が可能になります。（ユリシス本部のホームページへも掲載されます）
＜特典 4＞ Be Fairy 卒業生だけ！Be Fairy 認定アーティストとしてカルチャースクール講師、ブライダル商品の制作、販売のお仕事紹介をいたします！
※Be Fairy 専属アーティストとして有名ホテル・結婚式場で活躍するチャンスがあります。
（Be Fairy 認定ユリシス 3D ボディージュエルアーティストとしてホームページへ掲載・紹介されます）
【カリキュラム】 受講時間：約 6 時間
学科：
・ブライダル関連営業についての説明
・ブライダルスタイリング方法の説明
・まとめ
実技：
・制法実習（ブライダルコレクション）

※スワロフスキー社製スワロフスキーを使用します

・制作実習 2（ブライダルコレクション応用）
・ブライダルスタイリング・アレンジ実習

【スクール受講生への教材】

※写真はほんの一部です。

・ブライダルデザインの約 50 種類のセットデザインの提供
・ブライダルコレクション約 100 種類の制作レシピ提供
・ブライダル用モデル画像データ
・営業用ブライダルカタログ 40P・３つ折りリーフレット提供
・ブライダル専用化粧箱
・講座の教本一式
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4. Be Fairy 3D ダイヤモンドジュエル・ブライダルフェアリストコース
受講料▶￥88,000-（税込）

（スペシャルディプロマの発行があります）

→ユリシス・プロベーシックコースまたはプロ・スペシャル同時申込で￥70,400（20％OFF）

※ユリシス認定プロ・ベーシックコースを受講済みが条件です。ブライダルのお仕事紹介希望者は、プロ・スペシャルコースを受講済みであることが条件です。

＜特典 1＞ 受講後には Be Fairy オリジナルブレンドグリッターがフェアリスト（Be Fairy ブライダル専任アーティスト）特別価格にて購入することができます。
＜特典 2＞ 受講後にはユリシス認定カルチャースクール講師として活動することができます。
＜特典 3＞ 受講後には、ブライダルコレクションの制作と営業活動が可能になります。（ユリシス本部のホームページへも掲載されます）
＜特典 4＞ Be Fairy 卒業生だけ！フェアリスト（Be Fairy 認定ブライダル専任アーティスト）としてカルチャースクール講師、ブライダル商品の制作、販売、
施術のお仕事紹介をいたします。※Be Fairy 専属フェアリストとして有名ホテル・結婚式場で活躍するチャンスがあります。
（Be Fairy 認定ユリシス 3D ボディージュエルアーティストとしてホームページへ掲載・紹介されます）

【カリキュラム】 受講時間：約 4 時間
実技：
・グリッターを用いた技法練習
・オリジナルデザイン実習
・ライティングシステム特殊マシーンを使用しての制法実習
・フェアリスト技法（透明感のあるお花の立体技法とユリシス KT シートのコラボレーション方法）
・制法実習（ブライダルコレクション）

※スワロフスキー社製スワロフスキーを使用します

・Be Fairy 専属フェアリストへの登録手続き（希望者）・心得について
【スクール受講生への教材】

※約 5 万円相当

・Be Fairy ライティングシステムマシーン 1 台
・Be Fairy ブライダル専用特殊グリッター（4 種類、各 1 本）
・Be Fairy 特殊グリッター（1 本）
・ユリシス KT シート
・カラーアート用グリッター5 本（お好みの色を 1 種類お選びください：ブルー系、グリーン系、ピンク系、レッド系、パープル系）
・制作に必要な道具一式
・ブライダル専用デザイン一式
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