AEA 認定試験アンバサダー
第 2 期（2020 年 4 月～2023 年 3 月）実務経験者対象

<<検索一覧>>

沖縄

北海道

4名

東北

九州
9名

中四国

関西

5名

12 名

中部
8名

関東
19 名

※ 『AEA 認定試験アンバサダー』が活動する際は、アンバサダーカードの提示・携帯を義
務付けております（受講の際はアンバサダーカードをご確認ください）
※ 詳細（内容・費用等）については、直接『AEA 認定試験アンバサダー』にお問い合わせ
いただくようお願いいたします

2022/2
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区
関東地区

神代 佳代子（かじろ かよこ）／千葉県
090-1431-7357

p.e-0723-howaito@ezweb.ne.jp

https://purele-eco.jp/

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格
実施場所

ｍｙサロン

出張地域

千葉県

内容・金額
別料金
メッセージ

関東地区

矢吹 智子（やぶき ともこ）／神奈川県
070-3965-3834

momotomoko0630@gmail.com

https://shantimimi.amebaownd.com/

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張先

出張地域

関東（東京・神奈川）

内容・金額

上級 3ｈ：￥12,000～
インターナショナル 3ｈ：￥15,000～
その他、模擬試験・講習会も開催

別料金

派遣交通費

メッセージ

試験を知り、十分でないところを出来るように、受験者に合わせてお手伝いさせていただきます。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

内藤 麻代（ないとう あさよ）／神奈川県
080-1056-3455

ayur.beaute.naito@gmail.com

https://ayur-beaute.net/
ayurbeaute_naito
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先・オンライン

出張地域
内容・金額

無料

1ｈ：￥8,000

1ｈ：￥8,000～10,000

別料金
メッセージ

試験合格のポイントを細やかに指導させていただきます。最後まであきらめずに一緒に頑張りましょう。

関東地区

中野 貴子（なかの たかこ）／東京都
090-1045-3973

nakano@privatesalon.tk

https://tk-up.com/ ／ https://mens-tk.com/
中野貴子
試験・資格についての説明

tk_takako

@nakanoTK

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン

ｍｙサロン

内容・金額

60 分無料
試験の流れ・ポイントを説明
いたします

・コンサルテーション
・プレゼンテーション
・面接・口頭試問
・身だしなみ・セッティング
・Fa/Bo 実技
・模擬試験
90 分￥16,500（税込）
※モデルの準備をお願い致します

別料金
メッセージ

実技試験の備品準備なども必要であれば、ご相談ください

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

大沼 三三恵（おおぬま みさえ）／東京都

大沼三三恵
試験・資格についての説明

0303minmin
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張先

出張地域

全国

全国

内容・金額

1ｈ￥5,000
※内容や参加人数によりご
相談に応じます

別料金

交通費

メッセージ

1ｈ￥10,000（税込）
3ｈ￥25,000（税込）
※マンツーマンの場合はモデルをご
用意ください
交通費

お気軽に何でもご相談ください。試験合格、そして更なるレベルアップに向けお手伝いさせていただきま
す。

関東地区

岡﨑 由佳（おかざき ゆか）／千葉県

岡崎由佳(小松)
試験・資格についての説明

yukaokazaki813
筆記試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

千葉県

内容・金額

約 1ｈ【無料】

各 3ｈ：￥10,000

実技試験対策レッスン

Fa/Bo 実技各 3ｈ：￥18,000
※モデル同伴

別料金

出張費（￥5,000）・派遣交通費・教材費

メッセージ

エステ歴 19 年。大手エステサロンでの社員教育の経験を経て、専門学校での授業と自宅サロンを兼業
しています。個人の合わせた教育が得意です。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

伊藤 葉子（いとう ようこ）／神奈川県
e-itoyoko@jcom.home.ne.jp
yokoito1419@gmail.com
https://itoyoko-folium.jimdofree.com/
伊藤葉子
試験・資格についての説明

folium_yoko
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

日本国内

内容・金額

全科目対応
（基礎理論/試験対策）
教材費込み
90 分～：￥15,000

1 回無料

交通費（出張費なし）

別料金

メッセージ

Fa 実技・Bo 実技・コンサルテーション
など、ご要望に合わせてカスタマイズ
いたします。
90 分～：￥15,000
（内容と時間により応相談）

今さら聞けない基礎のキから、試験対策のアドバイスまで何でもご質問ください。
講師歴 20 年のプロの講師が丁寧に説明いたします。個別対応で初心者からベテランまで、あなたのた
めの合格までの内容をプロデュースいたします。

関東地区

萱場 久美子（かやば くみこ）／東京都
03-6455-0031

info@orientalbeaute.com

https://www.orientalbeaute.com/index.html

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

ｍｙサロン

内容・金額

口頭試問に必要な知識
1ｈ：￥10,000（税別）

基礎的な動作・所作
1ｈ：￥10,000（税別）

別料金
メッセージ

エステティシャンに必要な基礎(体の使い方、手技、ワゴンの使い方など)を学ぶ事で安心して試験に臨め
ます。基礎に不安がある方は是非ご相談下さい。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

佐藤 由美（さとう ゆみ）／神奈川県
heart5253@infoseek.jp

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

出張先

出張地域

東京・神奈川
模擬試験 ￥20,000
実技レッスン 1ｈ：￥5,000
3ｈ～（人数により割引有）

応相談

内容・金額

別料金
メッセージ

ＡＥＡ認定校で講師として 10 年以上勤務しているので、試験対策はお任せ下さい。レッスン内容は、ご希
望内容に応じて決めていきます。

関東地区

石塚 順子（いしづか じゅんこ）／千葉県
junco.sep＠gmail.com

Junco Ishizuka
試験・資格についての説明

出張先・オンライン

1ｈ程度・無料

模擬試験その他相談可
2ｈ￥5,000

弱点克服や模擬形式等相談可
3ｈ￥15,000～

交通費

別料金
メッセージ

出張先
首都圏内

出張地域
内容・金額

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格
実施場所

筆記試験対策レッスン

一緒に頑張りましょう！

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

上岡 優子（かみおか ゆうこ）／神奈川県
yuko19600728@gmail.com

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格
実施場所
内容・金額

￥20,000×日数（8 時間/日）

別料金

教材費

メッセージ

私は 22 年自営でサロン運営致しておりますので、より実戦的な視点で資格を生かせるエステティシャン
を教育するお手伝いができると思います。

関東地区

山田 ちとせ（やまだ ちとせ）／東京都
https://tk-up.com/ ／ https://mens-tk.com/
中野貴子
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻﾛﾝ TK
試験・資格についての説明

tk_takako
Privatesalontk

@nakanoTK

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン

ｍｙサロン

内容・金額

60 分無料
試験の流れ・ポイントを説明
いたします

・コンサルテーション
・プレゼンテーション
・面接・口頭試問
・身だしなみ・セッティング
・Fa/Bo 実技
・模擬試験
90 分￥16,500(税込)
※モデルの準備をお願い致します
教材費

別料金
メッセージ

実技試験の備品準備なども必要であれば、ご相談ください

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

須藤 直美（すどう なおみ）／埼玉県

Naomi Sudo

須藤直美

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

@IR8G4NtZqrMz4Fi
実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

日本全国

内容・金額

別料金
メッセージ

スクール形式での説明
グループでの活動も可
無料
交通費

オリジナル問題集実施
問題の解説
2ｈ/回：￥5,000

希望・内容に応じます
1ｈ：￥3,000
半日 5ｈ：￥12,000
1 日 8ｈ：￥24,000

教材費・派遣交通費・出張費

資格を取得するのに不安な事や心配な事があれば何でも聞いてください。レッスン内容も色々と考えて
楽しく行い、受験に臨み合格出来るようお手伝いしていきます。

関東地区

原 博美（はら ひろみ）／東京都

teacher_harahara
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

ｍｙサロン

内容・金額

Fa・Bo
10ｈ：￥75,000(税別)
教材費

別料金
メッセージ

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

小川 ゆり（おがわ ゆり）／東京都
03-3948-8226
http://www.shiawasenajikan.com/

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実施場所

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格

ｍｙサロン

ｍｙサロン・出張先

出張地域

応相談

内容・金額

現状や目標に合わせてレッスン内容や時間数を相談して決めていき
ます。
1 時間/回：￥10,000 その後 30 分毎に￥5,000 （全て税抜）
※実技レッスンの場合は最低 2 時間～先ずはお電話にてお問い合
わせください

原則無料
先ずはお電話にてお問い合
わせください

派遣交通費・出張費

別料金
メッセージ

11 時～24 時の間で好きな受講日時を予約して学ぶので、お仕事をしながら無理なく学べます。駅前１分
で通学も便利。先ずは気軽にお電話・ご相談ください。

関東地区

本間 かおり（ほんま かおり）／埼玉県
090-1667-6017

inq@kamiwaza-b.co.jp

https://nagomi-kamiwaza.com/
nagomi_viking
試験・資格についての説明

出張地域

内容・金額

別料金
メッセージ

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格
実施場所

筆記試験対策レッスン

ｍｙサロン・出張先

ｍｙサロン・出張先

オンライン
要相談

個人のペースに合わせて講
習内容を相談させて頂きま
す。ご相談ください。
リモート：1ｈ￥5,000
(3 回利用以上 月額制あり)
弊社サロン：5ｈ￥30,000

Fa、Bo 共に個人のペースに合わせ
て講習回数をご相談いただけます。
弊社サロン：3ｈ/回￥20,000
模擬試験：2ｈ/回￥15,000
各サロンでの実施の場合、交通費

その方のレベルに合わせた講習内容をご提供させて頂きます。受講者の合格率 100％の実績。気になる
事など親身になって対応させて頂きます。
TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

牛渡 千穂（うしわた ちほ）／埼玉県
090-1867-4194

chiho.ushiwata@gmail.com

amande_totalbeauty
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

埼玉県・東京都・その他首都圏

内容・金額

派遣交通費

別料金
メッセージ

Fa 対策、Bo 対策、コンサルテーショ
ン対策、不得意分野など応相談
120 分：￥12,000～

理論などの講義・試験対策
120 分：￥12,000～

わからない事、不安な事何でもご相談ください。講師として長年得た経験を生かしサポートします。一緒
に合格目指して頑張りましょう！

関東地区

鹿沼 由美子（かぬま ゆみこ）／東京都
kanuma@forest-esutejuku.jp
https://forest-esutejuku.jp/
https://ameblo.jp/esuteschool-tokyo/
forest.school.tokyo
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

ｍｙサロン・出張先・オンライン

出張地域

全国

内容・金額

16ｈ：￥128,000

実技試験対策レッスン

10ｈ：￥88,000

別料金

教材費・派遣交通費

メッセージ

1 人 1 人の実力に合わせて指導内容を決定し、アドバイスしていきます。合格目指してがんばりましょう。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

石原 光（いしはら ひかり）／東京都
jmg_1975@hotmail.com

luce_beaty2016
試験・資格についての説明

実施場所

筆記試験対策レッスン

ｍｙサロン

ｍｙサロン・出張先・ボディアンドビューティーメンターズ協会
東京都

出張地域
内容・金額
別料金

実技試験対策レッスン

上級

対象資格

90 分￥11,000

120 分￥15,000～

教材費・派遣交通費・出張費

メッセージ

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

中部地区
中部地区

野村 純子（のむら じゅんこ）／ 愛知県
info@salon-shuna.com
https://shuna.business.site/
https://ameblo.jp/salon-shuna/
esthe_shuna
試験・資格についての説明

@xqa9413d

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン

ｍｙサロン

内容・金額

・受験前相談会（AEA や受
験・資格について）
無料
・実技試験相談会（受験予
定者へ具体的アドバイス）
￥5,250（税込）

予行練習形式で要点の指導
上級：3ｈ￥16,200
インターナショナル：3.5ｈ￥19,440
（全て税込）

別料金
メッセージ

愛知県尾張旭市で、個別対応のサロンスクールを運営しています。初心者、現役、オーナーの皆様が県
内外から来てくださっています。お気軽にお問い合わせくださいね。

中部地区

豊林 由美子（とよばやし ゆみこ）／ 愛知県

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

岐阜市金宝町 株式会社ヴィジーントレーディング

出張地域

名古屋市内

内容・金額
別料金

1ｈ：無料

2ｈ～：￥10,000～
内容応相談

2ｈ～：￥20,000～
模擬試験 他応相談

交通費￥2,000/回

メッセージ

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中部地区

岩崎 元子（いわさき はるね）／愛知県
090-3938-5012

chaleur.haru@gmail.com

chaleur.0406
試験・資格についての説明

実施場所

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格

ｍｙサロン・出張先・オンライン

ｍｙサロン・出張先・一部オンライン可

愛知県・岐阜県・三重県・他応相談

出張地域

内容・金額

1～2ｈ：無料
※交通費に関しては要相談

①筆記試験対策
②理論集中対策
2ｈ～：￥10,000～
(税抜)
※内容・回数応相談

別料金

遠方の場合、交通費請求有

教材費・派遣交通費

メッセージ

①コンサルテーションシート・プレゼン
テーション
②レベルチェック（Fa・Bo）
③模擬試験（Fa・Bo）
3ｈ～：￥15,000～(税抜)
※内容・回数応相談
口頭試問対策・コンサルテーションシ
ート記入方法について、オンライン可
派遣交通費

実技試験の要、コンサルテーションシート・口頭試問は特にチカラを入れ資格取得へつなげます。エステ
講師歴 20 年以上。ナゼを理解できることが肝要！丁寧に指導しています。

中部地区

伊勢 里美（いせ さとみ）／ 愛知県
052-953-3238

prisato116@gmail.com

http://www.himawari-teacher.com/

試験・資格についての説明

実施場所

オンライン

別料金
メッセージ

実技試験対策レッスン

上級
ｍｙサロン・出張先

愛知県・岐阜県・三重県

出張地域
内容・金額

筆記試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格

無料

2ｈ：\20,000～
※内容・時間・回数応相談
遠方の場合、出張費

より質の高いサービスを提供したい方、夢の実現のため更なるステップを目指している方、専門学校 17
年の講師歴アンバサダーが対策レッスンを行います。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

中部地区

池田 麻利子（いけだ まりこ）／ 愛知県
marikoikeda513@gmail.com
https://www.meenakshiworldbeauty.jp/
mariko.ikeda.94064
試験・資格についての説明

オンライン

ｍｙサロン・出張先

無料

2ｈ￥25,000

2ｈ￥25,000

派遣交通費

別料金
メッセージ

ｍｙサロン

東京

出張地域
内容・金額

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格
実施場所

筆記試験対策レッスン

La-meenakshi

テスト合格にも、そして今後のエステティシャン人生にも役立つ講義を行っております。そして何より、
個々に寄り添って資格取得のサポートを致します。

中部地区

武藤 弘美（むとう ひろみ）／愛知県
090-1417-8717

試験・資格についての説明
対象資格
実施場所
出張地域

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級

上級

ｍｙサロン・出張先

ｍｙサロン・出張先

オンライン
愛知県・その他

内容・金額

1～2ｈ：無料

別料金

交通費

メッセージ

mutoh@giga.ocn.ne.jp

愛知県・その他
技術チェック・口頭試問対策
模擬試験
3ｈ～：￥16,500（税込）～
交通費

受験者おひとりおひとりに合わせた対策レッスンを行い、合格に向けて指導・サポート致します。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中部地区

滝川 満美（たきかわ まみ）／ 愛知県
mamirin.0915@gmail.com
https://peraichi.com/landing_pages/view/dimples/
esthe_dimples
対象資格

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級

上級・インターナショナル

上級

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

名古屋市

内容・金額

無料

別料金
メッセージ

2ｈコース：￥5,500（税込）

1 講座￥22,000（税込）

教材費

教材費・出張費

分かる、できる、楽しいレッスンを目指しています。よろしくお願いいたします。

中部地区

上野 貴子（うえの たかこ）／ 愛知県
0586-62-5177

salon.spross@gmail.com

https://salon-spross.com/
https://ameblo.jp/salon-spross/
salon_spross
試験・資格についての説明

salon_spross

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

愛知県・岐阜県

内容・金額

1ｈ：￥5,500（税込）
内容は個別に対応します

実技、口頭試問対策、模擬テスト等
個別に対応します
1ｈ：￥5,500（税込）

別料金

交通費

メッセージ

名古屋のエステスクールに 12 年勤務後、サロンをオープンし、エステサービスやスクールを開校していま
す。マンツーマンの丁寧な授業を大切にしています。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区
関西地区

草野 由美子（くさの ゆみこ）／大阪府
you.plan.do.39@gmail.com
https://youplando.com/
https://mbp-japan.com/
Yumiko Kusano
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

全国
・実技理論
・コンサルテーション
・技術チェック
・技術レッスン
3ｈ×2 回￥110,000

内容・金額

教材費・派遣交通費・出張費

別料金
メッセージ

受験対策としてだけでなく、理論・技術ともにサロンワークに活かせる実践的なレベルアップ講習です。

関西地区

田中 眞由美（たなか まゆみ）／大阪府
070-6500-3266

esutebow2012@yahoo.co.jp

https://www.bow-takatsuki.com/
bow.esthe_kouza
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

オンライン

ｍｙサロン・出張先・オンライン
関西圏（要相談）

出張地域

内容・金額

無料

【オンライン講座 2h￥13,200】
・実技試験のポイント
・コンサルテーションシート対策
【実技講習 各 90 分￥15,000】
・Fa ・Bo
出張の場合、交通費実費精算

別料金
メッセージ

ご自身が特に不安（苦手）なところがあれば事前にご相談下さい。試験前に不安を少しでも無くすことが
合格への近道です。一緒に合格に向けて頑張りましょう。
TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区

櫻屋 政美（さくらや まさみ）／大阪府
080-5350-0518

試験・資格についての説明
対象資格

sakura.ramu03.14@gmail.com

筆記試験対策レッスン

上級

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

大阪府内

内容・金額

実技試験対策レッスン

試験内容、どんな知識やレ
ッスンが必要か、資格の活
かし方等ご希望を伺います
1～1.5ｈ￥5,000

AEA テキスト・例題集にて学
習のポイント、苦手なところ
の強化等
1～3ｈ/￥5,000～15,000
（科目による）

苦手な実技の強化・模擬試験式対策
1ｈ￥5,000
模擬試験と改善
Bo￥15,000/3ｈ Fa￥20,000/4ｈ
（科目による）

別料金

派遣交通費・教材費

メッセージ

苦手な部分を克服し、自信をもって受験に臨んでいただけ講習をしていきます。わからないところはなん
でも！質問いただき、一緒に合格を目指しましょう！

関西地区

岩井 由紀子（いわい ゆきこ）／大阪府
080-3590-2774

yuyu.m.h.0217@gmail.com

http://angelinge.com/
エステ デ ヴェリテ
verite_osaka
試験・資格についての説明
対象資格
実施場所

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級

上級・インターナショナル
オンラインのみ

ｍｙサロン・出張先・オンライン

出張地域

内容・金額

1ｈ￥6,500
30 分追加￥2,200

試験形式で疑問点の解決へ
導きます。
90 分￥8,800

出張費

別料金
メッセージ

3ｈ￥22,000
1ｈ追加￥5,500

これでいいのかなぁを解決いたします。いろんな不安を解消しに対策講座を受けてください。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区

上野 桜子（うえの ようこ）／滋賀県
sakura@sakulove.jp
http://www.sakulove.jp/
yoko.ueno.923

yoko_sakulove

試験・資格についての説明

@4545sakulove

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格

ｍｙサロン・オンライン

実施場所

・資格について
・試験の流れなど
無料

内容・金額

ｍｙサロン

・テキスト、例題集の勉強
・苦手科目対策
90 分￥12,000

・Fa、Bo 各試験流れ
・基本 6 手技
・シート記入
・試験ポイント、注意点
・口頭試問対策
【基礎（座学）】・【Fa】・【Bo】
各 90 分￥12,000
教材費

別料金

試験の流れに沿って、ポイントや注意点などを個人のレベルに合わせてレッスン致します。初受験の方も
自信を持って試験に臨めるようにサポートいたします。

メッセージ

関西地区

郡 佳奈（こおり かな）／京都府
075-344-8484

kana@ac-meridian-karasuma.com

http://www.ac-meridian-karasuma.com/
鍼灸 Meridian 烏丸
試験・資格についての説明
対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン

内容・金額

要相談

shinkyu.meridian.karasuma
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

別料金
メッセージ

化粧品会社直営のエステティシャン、認定校の専任教員を経て、現在は鍼灸院の副委員長。異業種との
融合と鍼灸師へのエステティック教育に携わって 13 年になります。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区

橋羽 俊江（はしば としえ）／兵庫県
LaPlume@outlook.jp
https://laplume-nisinomiya.shopinfo.jp/
toshie_laplume
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

ｍｙサロン・出張先

出張地域

関西

関西

内容・金額

受験案内に沿って説明
上級：60 分￥8,000
インターナショナル：60 分
￥10,000

別料金

交通費+出張費￥5,000

【上級】
・基本講座 90 分￥10,000
・Fa/Bo 実技 90 分各￥10,000
【インターナショナル】
・基本講座 120 分￥15,000
・技術チェック￥15,000
・Fa/Bo 技術 3ｈ各￥20,000
※各項目・回数は要相談
交通費+出張費

エステティックは美しくなることだけでなく、手のひらから伝わる心でお手入れするお仕事です。私のサロンに
メッセージ

も、たくさんのお客様が手のひらからでしか感じられないお手入れを受けたいとご来店くださいます。資格を持
ったことで、私自身、エステティックへの考え方やお客様に対する接客を考えるきっかけとなりました。是非、お
客様に安心・安全な技術と心を提供できるエステティシャンとして資格取得を頑張って頂きたいと思います。

関西地区

橋本 朋子（はしもと ともこ）／兵庫県
090-4037-5073

juddydammy@gmail.com

relatech.tt
対象資格

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

関西

ｍｙサロン

内容・金額
別料金
メッセージ

エステ歴 19 年

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区

麻野 彰子（あさの あきこ）／大阪府
090-8445-0529

aki11596@yahoo.co.jp

https://www.salon-prime.net/
salonprime2020
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級

上級

実施場所

ｍｙサロン・出張先

ｍｙサロン・出張先

出張地域

Fa・Bo 試験対策
13 時～16 時（延長可）￥27,500

内容・金額
別料金
メッセージ

試験に対しての不安を解消するために、しっかりと事前に実技試験対策をしていきましょう。分からないこ
とや問題点を 1 つずつ解決しスキルを上げていきましょう。

関西地区

高山 アミ（たかやま あみ）／兵庫県
080-1459-0358

Ayami Bijinjuku
試験・資格についての説明

bijinjuku.ayami@gmail.com

ami.ami358
筆記試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

兵庫県内

兵庫県内

内容・金額

5 人までグループ説明会可
無料

実技試験対策レッスン

兵庫県内

マンツーマンレッスン
2ｈ￥8,000～
※料金は内容と時間によって異なります。お問い合わせ可。

別料金
メッセージ

スキルアップのために AEA 認定エステティシャンの資格を取得しませんか？できる限りのフォローとサポ
ートをさせていただきます。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関西地区

目良 奈帆子（めら なほこ）／大阪府
090-1895-2601

na.mera@happy-shoji.co.jp

https://www.reconte-placenta.jp/
https://ameblo.jp/happinesstime0601/
目良 奈帆子
試験・資格についての説明
対象資格

nahokomera
happy_reconte
筆記試験対策レッスン

上級・インターナショナル

上級

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

全国

内容・金額

実技試験対策レッスン

・ＡＥＡについて
・ＡＥＡ認定資格について
・企業メリット
・自己成長について
無料

基礎知識 90 分￥15,000

・試験の流れ、項目の確認
・シート作成
・基本 6 手技
・口頭試問
Fa・Bo 各 90 分￥15,000

別料金

出張の場合、派遣交通費

メッセージ

エステティシャン歴 20 年以上サロンワークをしながら講師活動もしています。受講者様の良いところを引
き出しながら、自信を持って試験に臨めるようサポートいたします。

関西地区

加藤 友子（かとう ともこ）／大阪府
090-3926-5460

試験・資格についての説明

ad014134_oisiisusi@yahoo.co.jp

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

関西圏内

内容・金額

応相談

別料金
メッセージ

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中四国地区
中四国地区

西原 美華（にしはら みか）/広島県
082-222-2535

2017arum1101@gmail.com

https://mikura-chomomi.com/
https://mikura-chomomi.com/blog/
nishihara mika
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

my サロン・オンライン

実施場所

メッセージ

mikannishiharan

上級・インターナショナル

対象資格

内容・金額

mikan.nishiharan

my サロン・オンライン

①模擬試験
②対策レッスン（Bo/Fa）
無料 1ｈ程度
3ｈ￥22,000
③インターナショナル用コンサルティ
（人数による）
ング講座
各 3ｈ￥22,000
これからの社会はより一層エステティックの必要性が高まるので、正しい知識・技術を習得し、その証明
となる資格を持つことが必須です。自分を高め努力した証をぜひ手にしてください。

中四国地区

田中 加代子（たなか かよこ）/広島県
090-7131-0435

kayokotanaka0630@gmail.com

https://viece.co.jp/
https://ameblo.jp/akamochi-h01
kayoko.tanaka.161
試験・資格についての説明

kyao0630
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先

出張地域

中四国

内容・金額

メッセージ

①模擬試験
②実技試験用レッスン（Fa・Bo）
3h￥20,000（税抜）
③インターナショナルエステティシャン
用コンサルティング講座
各 3ｈ￥22,000（税込）
エステティシャンは素晴らしい職業です。そのスキルとキャリアの証明となる資格を、より多くの方に取得
して頂く事を目的に、心を込めてバックアップ致します。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中四国地区

田嶋 郁代（たじま いくよ）/山口県
083-974-0588
（株式会社ビ・メーク代表）

tajima@be-make.jp

tajimayokonuma
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

出張先

出張地域

中四国
無料

内容・金額

実技試験対策レッスン

1ｈ￥5,000～

3ｈ/回￥20,000
派遣交通費・出張費

別料金
メッセージ

中四国地区

茅野 眞理（かやの まり）/広島県
090-6840-5796

astraea1925@gmail.com

http://www.astraea1925.com/smart/
astraea1925
試験・資格についての説明

astraea.info.9
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級

上級

実施場所

my サロン・オンライン

my サロン・出張先

出張地域

応相談

内容・金額

Bo・Fa 実技 3ｈ￥20,000
追加講習 1ｈ￥5,000
模擬試験 3ｈ￥20,000
（全て税別）

別料金

派遣交通費

メッセージ

対策レッスンを受けることで合格率が上がるようです。ぜひ活用ください。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中四国地区

河野 由起（こうの ゆき）/広島県
kikucchiyuki0819@gmail.com
https://viece.co.jp/
https://ameblo.jp/yuki-bike8
yuki.bike
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先

出張地域

中四国

内容・金額

①模擬試験
②インターナショナル用コンサルティ
ングについて
③実技試験用レッスン（Fa・Bo）
各 3ｈ￥22,000（税込）

3ｈ：￥2,200（税込）

別料金
メッセージ

エステティシャンは、仕事を通じて人生を豊かにすることができる職業です！一緒にスキルアップをして
いきましょう！！

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区
九州地区

西村 晴美（にしむら はるみ）/福岡県
092-737-3177

info@ｈerbesacre.com

https://www.herbesacre.com/

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先

出張地域

福岡県近郊
【上級（Fa・Bo）】
各 5ｈ各￥15,000（税抜）
【インターナショナル（Fa・Bo）】
各 5ｈ各￥20,000（税抜）

内容・金額

別料金
メッセージ

お気軽にお問い合わせください。

九州地区

伊見 怜香（いみ れいか）/福岡県
080-3904-3350

Reika Imi
試験・資格についての説明

yuriko-3.35@kca.biglobe.ne.jp

reikaimi
筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先・オンライン

出張地域

全国

内容・金額

・試験合格計画表（勉強スケ
ジュール）作成
・試験内容、注意点等説明
3ｈ￥13,000

・各教科 理論講義
1 回 3ｈ￥17,800

・Fa
・Bo
・機械使用法 等
各講座 5ｈ￥39,000

別料金

教材費・派遣交通費・出張費

メッセージ

エステティシャン育成歴 23 年。心と身体の深い関係を学ぶ講座は、本物のエステティシャンになる近道
です。様々な分野の知識と技術をわかり易く、楽しくお伝えします。
＊初回カウンセリング 60 分無料＊

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区

坂上 しのぶ（さかのうえ しのぶ）/鹿児島県
090-8623-2026

坂上しのぶ
試験・資格についての説明

s67s24@outlook.jp

bansｈangsｈinobu
筆記試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先・オンライン

出張地域

九州全域

内容・金額

1 回 2ｈ￥5,000
回数は応相談

オンライン無料

＠saka15517871
実技試験対策レッスン

1 回 4ｈ￥15,000
回数は応相談

派遣交通費・出張費

別料金
メッセージ

九州地区

小野 賀代子（おの かよこ）/福岡県
090-2581-6055

fringe.fox@galaxy.ocn.ne.jp

star06102021
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先・オンライン

出張地域

応相談

内容・金額

1～2ｈ/無料

2ｈ￥6,000
模擬試験￥5,000
他応相談

実技試験対策レッスン

レッスン 2ｈ￥9,000
レベル確認￥8,000
模擬試験￥10,000
他応相談

別料金

派遣交通費

メッセージ

前職は歯科衛生士をしていましたが、縁あって美容の世界に飛び込み約 25 年。楽しくキレイになる。をモ
ットーに皆様でキレイになるヒントを勉強していきましょう。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区

木原 英子（きはら えいこ）/福岡県
someko3327@ab.auone-net.jp
someko3327@ezweb.ne.jp

090-4487-2666

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

全国

内容・金額

無料

模擬試験（1.5ｈ～2ｈ）
上級￥5,000
インターナショナル￥7,000

模擬試験（Fa・Bo それぞれ 2 名まで）
上級 2ｈ￥12,000
インターナショナル 3ｈ￥16,000
対策レッスン（上級のみ）
実技 1ｈ￥5,000
シート・口頭試問 1ｈ￥5,000

別料金

遠方の場合交通費請求あり

派遣交通費

派遣交通費・宿泊費

化粧品メーカーインストラクターから専門学校の講師をいまだにやっています。個人でもチームでも頑張
られている方応援します。一つ上にいきませんか！

メッセージ

九州地区

緒方 安寿美（おがた あずみ）/熊本県
080-6431-3568

aroma.beaute.carin1107@gmail.com

https://aroma-carin.com/
Azumi Ogata
試験・資格についての説明

aroma_beaute_carin
筆記試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先

出張地域

熊本県・その他地域要相談

内容・金額

30 分程度：無料

上級 3ｈ￥10,000
インターナショナル 3ｈ
￥10,000
（全て税込）

別料金

教材費・派遣交通費

教材費・派遣交通費

メッセージ

estｈetic.teacｈer
実技試験対策レッスン

上級 3ｈ￥19,800
インターナショナル 3ｈ￥22,000
模擬試験 各￥5,500
（全て税込）

マンツーマン lesson で丁寧に指導します！ともに合格、スキルアップを目指して頑張りましょう。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区

中谷 弘美（なかたに ひろみ）/熊本県
bellebriller@gmail.com

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

対象資格

上級

実施場所

my サロン

実技試験対策レッスン

出張地域

要相談

内容・金額
別料金
メッセージ

九州地区

江口 由貴子（えぐち ゆきこ）/佐賀県
y.egucｈi@sat.bbiq.jp
y.egup0923@iCloud.com

090-1462‐8721

yukikoegucｈi510
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

上級

実施場所

出張先・オンライン

出張先

九州地方・その他要相談

出張地域
内容・金額
別料金
メッセージ

無料

1 回 2ｈ￥6,000（税込）
交通費

1 回 3ｈ￥12,000（税込）
教材費・交通費

試験合格はもちろん！この時間を自分のスキルアップに繋げ、自信をもって楽しく仕事ができるお手伝い
をします。講師歴 20 年。丁寧に指導いたします。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区

政木 恵美（まさき えみ）/福岡県
080-2895-5200

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級

対象資格
実施場所

oyabinemiboo@gmail.com

my サロン・出張先

出張先・Neil Salon Trubadour（山口県防府市）
九州内・山口県

出張地域
内容・金額

無料

2ｈ単位￥6,000

3ｈ単位￥10,000
勤務先での実施は要相談

別料金

交通費実費

交通費実費

交通費実費

メッセージ

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

沖縄地区
沖縄地区

文城 幸治（ぶんき こうじ）/沖縄県
beolity.info@gmail.com

文城流エステティック研究所
試験・資格についての説明

koji.bunki

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

my サロン・出張先

出張地域

沖縄県（本島）

内容・金額

【上級】
1 回 5ｈ￥16,500（税込）
【インターナショナル】
1 回 5ｈ￥19,800（税込）
コンサル指導・手技・口頭試問等トー
タルアドバイス

別料金

出張費

メッセージ

沖縄地区

神谷 ゆかり（かみや ゆかり）/沖縄県
080-3961-3519

試験・資格についての説明

bcl7355@yaｈoo.co.jp

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

対象資格

上級・インターナショナル

実施場所

出張先

出張地域

沖縄県内

内容・金額
別料金

無料（要相談）

6ｈ￥20,000（税込）
派遣交通費（要相談）

メッセージ

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

沖縄地区

上地 葉子（かみじ ようこ）/沖縄県
090-3940-2446

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

上級・インターナショナル

対象資格
実施場所

taka.haru.yk@gmail.com

出張先

my サロン・出張先

出張地域

沖縄県内・県外

内容・金額

1 日 6ｈ￥19,800（税込）

別料金
メッセージ

出張費

1 日 5ｈ￥19,800（税込）
教材費・出張費

個人スクール開校から、専門学校に至り 20 年になります。未来の素晴らしいエステティシャン育成に
日々精進しています。

沖縄地区

大城 千恵子（おおしろ ちえこ）/沖縄県
leiｈalia5827@gmail.com

試験・資格についての説明
対象資格

上級

実施場所

出張先

出張地域

沖縄県内

内容・金額

筆記・実技試験対応
1ｈ￥3,000

筆記試験対策レッスン

実技試験対策レッスン

別料金
メッセージ

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

