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

4名

11 名

中部
7名

関東
13 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

2022/5
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

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

・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

60 分無料
試験の流れ・ポイントを説明
いたします

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

関東地区

大沼 三三恵（おおぬま みさえ）／東京都
090-1662-3569

misae.onuma
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

インターナショナル

対象資格
実施場所

ominmin3733@gmail.com

要相談

要相談

サロン又は zoom など

ご希望により要相談

出張地域

内容・金額

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

内容により要相談

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

別料金

派遣交通費＆出張費

教材費&派遣交通費

派遣交通費＆出張費

メッセージ

エステティシャンとしてのレベルアップや資格試験の対策（筆記試験・実技試験）など、ご要望をお聞
きし、個人個人に合わせて時間や内容を相談の上指導いたします。
TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

小川 ゆり（おがわ ゆり）／東京都
03-3948-8226

試験・資格についての説明

shumirechan@docomo.ne.jp

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

勤務先教室&出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

原則無料
先ずはお電話にて
お問い合わせください

実技試験対策レッスン

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

別料金

出張費

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

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

実技試験対策レッスン

上級

対象資格

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

90 分￥11,000

内容・金額

120 分￥15,000～

教材費・派遣交通費・出張費

別料金
メッセージ

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

岡﨑 由佳（おかざき ゆか）／千葉県
090-7841-1414

okazakiyuka0813@gmail.com

https://tetote-4.jimdosite.com/
tetote_esthe
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

サロン&出張

出張地域

内容・金額

1～2 時間 3,000 円

模擬試験 5,000 円
集中講座 1 科目 8,000 円
他応相談
派遣交通費

別料金
メッセージ

模擬試験 10,000 円
(Bo・Fa それぞれ)
レベル確認 9,000 円
レッスン 6 回パック 90,000 円
他応相談

親切丁寧に指導します。千葉方面の方は是非。

関東地区

石塚 順子（いしづか じゅんこ）／千葉県
090-1407-3117

Junko Ishizuka
試験・資格についての説明

junko.ishizuka
筆記試験対策レッスン

出張先&オンライン

出張先

出張地域

希望地まで

内容・金額

模擬試験 5,000 円、
他応相談

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

junco.sep＠gmail.com

1 時間程度／回、無料

模擬試験(3 時間程度)15,000 円
ポイントレッスン 3 時間 15,000 円
他応相談

派遣交通費
合格へのお手伝いをさせていただきます。
ポイントレッスン、模擬形式等お一人お一人に合ったスタイルを提案致します。
お気軽にお問合せください。

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

矢吹 智子（やぶき ともこ）／神奈川県
070-3965-3834

momotomoko0630@gmail.com

yabukitomoko1962
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

オンライン＆出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

上級 3 時間 18,000 円
インターナショナル 3 時間 24,000 円
模擬試験 10,000 円～

1～2 時間

無料

派遣交通費

別料金
メッセージ

受験者の方の状態に合わせて対策講座を組ませていただきます。遠方の方もリモートでご対応させ
ていただきます。一緒に頑張りましょう。

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/
asayo.naito
試験・資格についての説明

ayu.rbeaute_naito
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

希望地まで

内容・金額
別料金
メッセージ

無料

講座 1 時間
8,000 円〜10,000 円
派遣交通費

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。最後まで諦めずに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

本間 かおり（ほんま かおり）／埼玉県
090-1667-6017

kaori.h@kamiwaza-b.co.jp

https://nagomi-kamiwaza.com/
kao.kao.kao1025
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

上級&インターナショナル

上級

ｍｙサロン・出張先

ｍｙサロン・出張先

オンライン
希望地まで

出張地域

内容・金額

実技試験対策レッスン

1 時間以内 無料
(遠方応相談)

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：1 時間 5000 円
（3 回利用以上）月額制あり
弊社サロン：1 日（5 時間）
30,000 円

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：1 回 3 時間 20000 円
※各サロンの場合要別途交通費
模擬試験：1 回（2 時間）15000 円

別料金

教材費＆派遣交通費

メッセージ

初めは分からないことばかりかと思います。不安な部分など含め色々とご相談頂ければと思います。
しっかりとご対応させて頂きます。たくさんのエステティシャンと繋がりたいと思っています。一緒に頑張り
ましょう。

関東地区

須藤 直美（すどう なおみ）／埼玉県
090-4390-1440

naomi.sudo.129
試験・資格についての説明

0627kanta1210@gmail.com

na_su0919
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

出張地域

希望地まで

内容・金額

無料
【遠方の方など応相談】

2 時間 5,000 円
【希望内容、回数など。
遠方の方など応相談】

実技試験対策レッスン

１時間 3,000 円
5 時間～はセットプランを予定
【希望内容、回数など。
遠方の方など応相談】

別料金

派遣交通費＆出張費

メッセージ

受験にむけて、色々な不安も多くあるかと思います。どんな小さいことでも解決できるお手伝いを致しま
す。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

関東地区

牛渡 千穂（うしわた ちほ）／埼玉県
090-1867-4194

試験・資格についての説明

オンライン

実技試験対策レッスン

サロン＆出張＆オンライン

1 時間ほど 無料

120 分 12,000～
派遣交通費

別料金
メッセージ

サロン＆出張

埼玉県・東京都・その他首都圏

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
実施場所

chiho.ushiwata@gmail.com

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！

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/
esthe_shuna
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

サロン＆オンライン

サロン＆オンライン

内容・金額

・受験前相談会
（AEA 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

皆さまがエステティシャンとして、サロンオーナーとして、5 年後も 10 年後も活躍していくために、バックア
ップできたら嬉しいです。一緒に頑張りましょう！

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

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

希望地まで

内容・金額

1〜2 時間/回：無料
応相談

①筆記試験対策
②理論集中対策
2 時間～
：11,000 円～(税込)
内容･回数：応相談

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)
3 時間〜：16,500 円(税込)
＊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

派遣交通費

メッセージ

実技試験の要である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！強化が必要な箇所をみつけ丁寧に指導してい
ます。
TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

中部地区

滝川 満美（たきかわ まみ）／ 愛知県
090-9197-4910

mamirin.0915@gmail.com

https://peraichi.com/landing_pages/view/dimples/
esthe_dimples
試験・資格についての説明
対象資格

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
名古屋市

実施場所
出張地域

2 時間 5,500 円

内容・金額

13 時～17 時 16,500 円
教材費・出張費

別料金
メッセージ

１人１人に寄り添った丁寧な講座をいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。

中部地区

上野 貴子（うえの たかこ）／ 愛知県
0586-62-5177

info@salon-spross.com

https://salon-spross.com/
https://ameblo.jp/salon-spross/
salon_spross
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

salon_spross

サロン＆オンライン

サロン＆出張＆オンライン

1 時間 1 回無料

1 時間 5,500 円（税込）

サロン＆出張(別途交通費)＆
オンライン(口頭試問対策など理論)

出張地域
内容・金額

1 時間 5,500 円税込
（実力、要望に合わせて相談）

別料金
メッセージ

マンツーマンでひとりひとりの実力と要望に合わせた丁寧な講義を大切に、資格取得のサポートをさ
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

中部地区

武藤 弘美（むとう ひろみ）／愛知県
090-1417-8717

mutoh@giga.ocn.ne.jp

http://estmerci.web.fc2.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

実施場所

ｍｙサロン・出張先

出張地域

希望地まで

内容・金額

3H～：￥16,500(税込)
技術チェック、口頭試問、模擬など

別料金

出張費

メッセージ

受験者お一人おひとりに合わせた対策レッスン、合格に向けて指導、サポート致します。

中部地区

伊勢 里美（いせ さとみ）／愛知県
090-3480-7489

himawari20051@gmail.com

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

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

オンライン

サロン&出張先
希望地まで

出張地域

内容・金額

・資格について
・試験内容
・試験合格計画
１ｈ 無料

集中講座 3 時間 3 万円～、
模擬試験 5,000 円

集中講座 3 時間 3 万円～
模擬試験（上級 Fa・Bo 各 10,000 円、
インターナショナル 20,000 円）

別料金

教材費＆派遣交通費

メッセージ

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 侑佳理（いけだ ゆかり）／愛知県
052-354-2288

y.mwb513@gmail.com

https://www.meenakshiworldbeauty.jp/
yukari.meenakshi.official
試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

La-meenakshi
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

勤務先サロン&弊社研修室

出張地域
内容・金額

2H 25,000 円
（筆記対策・技術対策・レベル確認）

2H 25,000 円

別料金

派遣交通費

メッセージ

一人一人の個性に合わせて寄り添う授業を行っています。試験合格後も現場でも役立つ講習を行ってお
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
関西地区

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

yumiko_kusamo

hdPOpjnpDUbMuTK

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

オンライン＆出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

上級 ３時間×２回
110,000 円（税込）
インターナショナル ３時間×２回
132,000 円（税込）
１日講習可

別料金

出張費

メッセージ

エステティシャンの資格試験取得にチャレンジすることで、あなた自身の知識と技術を深めます。結果と
して、お客様に提供できるサービスの質が向上し、お客様とのより良い信頼関係を築けるようになりま
す。

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

https://angelinge171155.amebaownd.com/
yukiko_i
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

サロン＆出張

サロン

出張地域

希望地まで

希望地まで

内容・金額

90 分/1 単位
10,000 円

模擬試験 各 10,000 円／1 回
レッスン有り 3 回 50,000 円

別料金

教材費＆派遣交通費

教材費＆派遣交通費

メッセージ

女性だけでなく最近は性別関係なく美に対しての注目は、限りなく多くなってきています。美容は美しさだ
けでなく、健康にも貢献し、どんなときも求められるお仕事になります。沢山の学びからの喜びを感じてく
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

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

sakura.ramu03.14@gmail.com

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

サロン＆出張

出張地域

大阪、京都範囲

内容・金額

プライベートレッスン 2 時間 15,000 円
苦手・希望内容に応じて行いますので、ご相談下さい。

別料金

教材費＆出張費

メッセージ

各個人に合わせた内容で講習致します。
苦手なところをクリアにし、受験いただける様に一緒に頑張って参ります。

関西地区

目良 奈帆子（めら なほこ）／大阪府
090-1895-2601

目良 奈帆子
試験・資格についての説明

napo102303@gmail.com

nahokomera
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

サロン＆出張＆オンライン

出張地域

希望地まで

内容・金額

基本講座(座学) 90 分 15,000 円
フェイシャル 90 分 15,000 円
ボディ 90 分 15,000 円

別料金

派遣交通費

メッセージ

エステティシャンは生涯できる仕事で素晴らしい仕事です。資格取得で正しい知識と技術を身につける事
で、自信を持ってお客様に寄り添えます。そんな皆さんのお手伝いをさせて頂きます。

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://bow-school.amebaownd.com/pages/238386/menu

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

サロン&出張先

出張地域

希望地まで

内容・金額

上級
・試験の流れ
/コンサルテーション対策 13,200 円
・FA 実技 15,000 円
・BO 実技 15,000 円
インター
・試験の流れ
/コンサルテーションシート対策 16,500 円
・FA 実技 16,500 円
・BO 実技 16,500 円

無料

派遣交通費&出張費

別料金
メッセージ

試験本番にて実力が発揮できるように事前に不安を無くしておけるよう一つ一つ疑問を解決するお手
伝いができるとうれしいです

関西地区

麻野 彰子（あさの あきこ）／大阪府
090-8445-0529

akiko.asano.315
試験・資格についての説明

aki11596@yahoo.co.jp

salonprime2020
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

オンライン、出張先、my サロン

出張地域

希望地まで（大阪府・奈良県内）

内容・金額
別料金

メッセージ

無料

2 時間 11,000 円(税込)

実技試験対策レッスン

2 時間 16,500 円(税込)

派遣交通費&出張費
資格を取る事は、自身のステージアップです！
仕事においても更なる飛躍が出来ると思います。
そのお手伝いを、私達認定試験アンバサダーが真心をもって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

上野 桜子（うえの ようこ）／滋賀県
080-1416-4545

sakulove.4545@gmail.com

http://www.sakulove.jp/
yoko_sakulove
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

my サロン・オンライン

実施場所

my サロン＆出張＆オンライン
滋賀近郊 要相談

出張地域

・筆記試験対策
・理論対策
・苦手希望に応じて
・1 回(2ｈ)16,500 円
・回数&内容 応相談

60 分無料

内容・金額

・技術チェック
・コンサルテーションシート
・Fa&Bo 技術
・口頭試問対策
・模擬試験
・1 回(2ｈ)16,500 円
・回数&内容 応相談
交通費&出張費&教材費

別料金

試験の流れに沿って、ポイントや注意点をレッスン致します。初受験の方も自信を持って試験に挑めるよ
うにサポートいたします。苦手や不安もご相談ください。

メッセージ

関西地区

中根 佳奈（なかね かな）／京都府
075-344-8484

shinkyumeridiankarasuma@yahoo.co.jp

http://www.ac-meridian-karasuma.com/

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

鍼灸 Meridian 烏丸

内容・金額

90 分 6,000 円

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、現在は鍼灸院の副院長をしておりま
す。鍼灸師へのエステティック教育に携わって 15 年。エステ業界への新規参入に興味のある方、サポー
トします。

TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

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

サロン＆出張＆オンライン

サロン＆出張＆オンライン

出張地域

希望地(関西エリア)

希望地(関西エリア)

内容・金額

別料金

メッセージ

①実技試験のアドバイス
②技術チェック
③コンサルテーションシート
④フェイシャル技術
⑤ボディ技術

①技術チェック
②コンサルテーションシート
③フェイシャル技術
④ボディ技術
⑤口頭試問対策

派遣交通費

派遣交通費

認定講師として AEA 認定校で指導していました。
資格を持つ事で、お客様はもちろんエステティシャンも安心できるエステティック業界になるよう尽力
したいと思います。

関西地区

高山 アミ（たかやま あみ）／兵庫県
079-521-1116

bijinjuku.ayami@gmail.com

ami.ami358
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

内容・金額

2 時間以内/1 回、無料

集中講座 1 科目 10,000 円

模擬試験 7,500 円(Bo、Fa それぞれ)、
レベル確認 5,000 円、
レッスン 5 回パック 50,000 円
他応相談
教材費

別料金
メッセージ

私の経験から資格取得は、エステティシャンとしてお客様との信頼関係を構築する大切な役割りをしてく
れています。

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

橋本 朋子（はしもと ともこ）／兵庫県
090-4037-5073

juddydammy@gmail.com

relatech.tt
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

サロン

出張地域
内容・金額
別料金

メッセージ

1.5h 15,000 円
※内容応相談

2h 20,000 円～
※内容・回数応相談
教材費

エステティシャン歴 20 年以上の経験をいかし
自信をもって受験に臨めるよう、しっかりサポートさせていただきます。
合格目指して、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

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

nishihara mika

mikan.nishiharan

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

my サロン

実施場所

無料

内容・金額
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

my サロン・オンライン
1 時間¥5,000

3 時間¥22,000

資格取得を目指す方に最善のフォローができるよう努めます！お気軽にお問合せください。

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://ameblo.jp/akamochi-h01
kayoko_viece_osakezuki
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

希望に応じる

出張地域

内容・金額

1 時間無料

3ｈ￥22,000（税込）

①模擬試験
②実技試験用レッスン（Fa・Bo）
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）

別料金

派遣交通費

メッセージ

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

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

中四国

1ｈ￥5,000～

内容・金額

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.hiroshima.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

オンライン&勤務先サロン

サロン＆出張

出張地域

希望地まで

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）

１～２時間程度

派遣交通費

別料金
メッセージ

資格はエステティックに取り組む姿勢でもあると考えます。
資格取得という学びを通してお客様に共に向き合う仲間が一人でも多く増えることを期待しています。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区
九州地区

伊見 怜香（いみ れいか）/福岡県
090-1340-0039

i.m.i39pegasus@gmai.com

Reika Imi

aea_ambassador.kyushu

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

福岡・大分サロン&出張&オンライン

出張地域

希望地まで

内容・金額

1 時間×3.900 円
（内容、人数などで
相談の上決定）

別料金

派遣交通費・出張費

メッセージ

筆記試験対講座
１時間×7,800 円
その他相談等 1 時間
×3,900 円

実技試験対策講座
3 時間×28,000 円
その他相談等 1 時間×3,900 円

教材費&派遣交通費&出張費

エステティシャンを育成して２５年。心と身体の深い関係をわかり易く、楽しい講習を行います。 理論&技
術がしっかりと学べます。

九州地区

政木 恵美（まさき えみ）/福岡県
092-986-0328

oyabinemiboo@gmail.com

https://beautypair.net/
beautypair_salon
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

サロン＆出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

1〜2 時間 無料

別料金

派遣交通費

メッセージ

BeautyPair
実技試験対策レッスン

模擬試験 10,000 円
実技対策 6 時間 18,000 円
他、要相談

3 時間 12,000 円

教材費＆派遣交通費

こんにちは。
資格を取得することは、自分の技術や知識の見直しにもなります。自信を持ってお客様にサービスがで
きるように、一緒にスキルアップしましょう。

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

小野 賀代子（おの かよこ）/福岡県
090-2581-6055

fringe.fox@galaxy.ocn.ne.jp

star06102021
aea_ambassador.kyushu
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

サロン&出張先

サロン＆出張＆オンライン

サロン&出張先

応相談

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

１～２時間無料
（遠方の場合、
交通費応相談）

レッスン１回（２時間）8,000 円
レベル確認 9,000 円
模擬試験 10,000 円
他応相談

模擬試験 5,000 円
集中講座１科目 7,000 円
他応相談

別料金

派遣交通費

メッセージ

資格取得は自分自身の自信、キャリアアップにもつながります。ただ資格取得にはいくつかポイントがあ
ります。ポイントをしっかり理解をする事で試験に対する不安を解消し本番に臨むお手伝いを致します。

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。

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

長谷川 菜穂子（はせがわ なほこ）/福岡県
090-8765-2133

treasureisle117@icloud.com

https://pois-dokoro.com/
nahoko_mame.mamechishiki
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

サロン＆オンライン

サロン＆出張

1 時間/ 無料

模擬試験アドバイス
1 回 6 時間/22,000

出張地域
内容・金額

教材費＆出張費

別料金

メッセージ

美容は女性の永遠のテーマ
仕事、日常、健康にも携わるエステティックの世界は楽しく、私もあっという間にアラヒフとなり
ました。一生のお仕事！ご一緒にレベルアップいたしましょう

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

出張先
希望地まで

出張地域
内容・金額
別料金
メッセージ

１～2 時間/回無料
(遠方の場合、応相談）

３H￥10,000(税込)
遠方応相談

1 回 3h ￥12,000（(税込)
他応相談

派遣交通費
資格取得はもちろん！自信をもって楽しく仕事に生かすためのお手伝いをいたします。
初めて受験される方、スキルアップ希望の方など幅広く対応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

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/
aroma_beaute_carin
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

上級&インターナショナル

サロン＆出張

実施場所
出張地域

30 分程度
無料で実施しています
試験内容、AEA 概要、
資格とキャリアアップ
についてご説明します

内容・金額

上級認定エステティシャン⇨
・フェイシャル実技 3 時間 19,800 円
・ボディ実技
3 時間 19,800 円
3 時間 11,000 円

インターナショナルエステティシャン⇨
・プランニング（採寸、肌チェック含む）
3 時間 22,000 円
・フェイシャル実技 3 時間 22,000 円
・ボディ実技 ※質疑応答対策あり
3 時間 22,000 円

別料金

派遣交通費＆出張費

メッセージ

エステティシャンとして長く続けられる技術、そしてお客様の不調を根本から改善できる技術を習得し
て、真のエステティシャンを目指しませんか？合格に向けて、個々にサポートしています！

九州地区

長田 幸子（ながた ゆきこ）/熊本県
080-3555-5416

nagata@improvestudio.com

yu_kiko__
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

オンライン

オンライン&出張
希望地まで

出張地域

内容・金額

オンライン実技試験相談 30
分 1500 円

派遣交通費

別料金
メッセージ

オンライン 2 時間 6,000 円
出張レッスン 3 時間 15,000 円
内容は応相談

不安な点を質問したい、準備物やシートを見てほしい、など気軽にレッスンを受けたい方へオンラインレッ
スンを実施します。グループ受講もご相談ください。
TOP へ戻る
一般社団法人日本エステティック業協会

九州地区

坂上 しのぶ（さかのうえ しのぶ）/鹿児島県
090-8623-2026

s67s24@outlook.jp

bansｈangsｈinobu
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

出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

別料金

無料

講座 3,000 円/2 時間
他応相談

＠saka15517871
実技試験対策レッスン

レベル確認 5,000 円
レッスン 1 回 5,000 円/4 時間
他応相談

教材費＆派遣交通費

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
098-975-7390

beolity.info@gmail.com

koji.bunki
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

サロン＆出張

出張地域

希望地まで

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
対象資格

bcl7355@yaｈoo.co.jp

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

実施場所

出張

出張地域

希望地まで

内容・金額

5 時間 15,000 その他要相談
5 時間 15,000 その他要相談

別料金

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

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

taka.haru.yk@gmail.com

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

出張地域

希望地まで

内容・金額

無料

実技試験対策レッスン

5 時間 19,800 円税込

別料金
メッセージ

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
090-2514-9279

試験・資格についての説明

筆記試験対策レッスン

サロン＆出張

出張
希望地まで

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

対象資格
実施場所

leiｈalia5827@gmail.com

無料

1 回 2h6,000 円（税込）
出張費

1 回 3ｈ10,000 円
教材費＆出張費

講師歴 18 年、マンツーマンで丁寧に指導いたします。お気軽にご相談ください。

TOP へ戻る

一般社団法人日本エステティック業協会

