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学問としてだけの講義ではなくコスメティックビジネス経営者としての社会進出をサポートして参ります。

皆様、はじめまして。平素は、ELTの取り組みに対し、温かい御支援を賜り、心より感謝申し上げます。
ELTは、カウンセリングコスメティック事業で活躍する女性の社会的地位の向上を目的として設立された団体です。
「社会的地位の向上」と申しますと非常に広義の目的となりますが、次のような組立により、その広義の目的を達成させると
考えています。

2006 年の設立後、この達成をすべく、様々な取り組みを続けてまいりました。まずは、経営者向けの会員ライセンスの
セミナーです。プロとして社会から認められるには、継続・知識 ・チャレンジが前提となると思います。これらの
経営哲学を学び、前提となる知識と技術の提供を、Cosmetics Master のライセンスセミナーで行っています。
しかし、私どもの取り組みは資格ビジネスではありません。ライセンスを取得する事が目的ではなく、Cosmetics 
Master として、ビジネスに成功し続けていくための前提を学ぶことです。資格ビジネスの修了を卒業試験と例えるので
あれば、Cosmetics Master のライセンスセミナーの修了は入学試験と例えていただければ、ご理解いただけると思います。
そして今回皆様にご提案させていただくのが、スクールプロジェクトである ELT コンセイエプロジェクト「エコール　
スペリュール　ド　コスメティック　ELT」です。少人数制で目の行き届く講義、トリートメントは基本から徹底して
学び、感性も磨いていきたい。情報化時代が成熟し、真のプロのみが事業を行えるこの時代に、新たにビジネスに参入
していくことは強い信念と高い向学心が必要となります。「美と健康」に必要な皮膚学、カウンセリング学、コスメティッ
ク学をしっかり学び、さらに経営者としての幅広い知識、教養、そして多くのセミナー、スクーリングを通じて誰からも
愛される人間性を磨いていただきたい、その心のある皆様のプロとしての第一歩をサポートしていくことを目的としたカ
リキュラムにいたしました。家庭教師や通信教育の利点とスクーリングを融合した新しい形の取り組みです。ぜひ、社会
への飛躍の一歩として、ご参加いただくことを心よりお待ち申し上げます。

佐藤泰彦
株式会社 ELT

社会的地位の向上、ステータスの向上、
広く社会に認知され、

憧れられるビジネスの確立



カリキュラム
理論と実践、さらには「社会人」としての見識等、バランスよく学べます。

※開催時期は個々の進度に応じて変更の可能性があります。

３月～６月　　　受付

  3 月　　　ウィンターセミナー

必須科目エントリー 選択科目

学　費

★ 入学登録金はいかなる場合も、返金いたしません。　　★ 卒業生はいつでも再受講ができます。また海外セミナーに特別価格で参加することができます。

70,400 円 / 一時金　1 年間のカリキュラム補助費として

33,000 円 / 毎月 10 日までにご納付いただきます。年間合計 396,000 円

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 7 月の講義料に含みます。

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 11 月の講義料に含みます。

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 3 月の講義料に含みます。

セールスコンクールなどのインセンティヴもございます。

入学登録金

講義料

サマーセミナー

オータムセミナー

ウィンターセミナー

海外セミナー

7単位

12 単位

12 単位

6単位

1単位

●　学科合計　38単位 76 時間
皮　膚　学　　　　人体・皮膚科学概論・皮膚健康概論

カウンセリング学　カウンセリング概論・生理学・栄養学・和漢健康学・心理学

コスメティック学　コスメティックビジネスの世界市場・日本での法令等・各種カテゴリーの概論

サロンビジネス学　経営とは・利益とは・顧客満足とは・経営理論・マーケティング理論

トリートメント学　肌を触れる注意点

●　実技合計　36単位 72 時間
フェイシャルトリートメント
ボディトリートメント

12 単位
12 単位

タラソトリートメント 4単位
スペシャルトリートメント 4単位

セールストリートメント 4単位

●　サマーセミナー　　　（スクーリング）　7単位 14 時間
全国の受講者が一斉に集い、学科・実技をスクーリング (全体受講 )

●　オータムセミナー　　（スクーリング）　4単位 8 時間
エリア別に個々の進度を確認し、疑問点を解決しながら予習・復習を行います。またOJTによる実習を行います。

●　ウィンターセミナー　（スクーリング）　4単位 8 時間
エリア別に個々の進度を確認しながら、最終の講義を行います。全ての課程を修了した方には「修了証（ディプロマ）」をお渡しします。

●　補講合宿セミナー
6月末まで追加受講者を募集します。6月までのカリキュラム (16単位 32 時間分 )を 3泊 4日の集中合宿で補講していただきます。

●　メイクアップセミナー
メイクアップの理論に基づいた使い方の学習と、デモンストレーション及び実習を行います。12 月予定

●　内面美容セミナー
「水分を摂る」、「身体を温める」など日常の基本的な習慣等を学び、カウンセリングに役立てます。

●　海外セミナー (卒業旅行 )
ヨーロッパもしくはアジアでのセミナーを実施します。

必須科目

選択科目

  4 月　　　学科・実技スタート
  7 月　　　サマーセミナー
11 月　　　オータムセミナー

  7 月　　　　補講合宿
  8 月　　　　CMセミナー
12 月　　　　メイクセミナー
  1 月　　　　内面美容セミナー
  2 月・3月　 海外セミナー



2008 年にコスメティックマスターの認定を受け、
その後PCMとして積極的に ELT事業を進めて
頂いています大野さんにお話しを伺いました。

ミックCP成城西　大野三美子

コンセイエの良いところは？
大人になってからでも、仕事を持ちながらでも、ライフスタイルに合わせて受講できるところです。
特に 1年コースでは、初心者の方でも、基礎からじっくり学べて卒業できるころには、
お仕事がスタートできる力をつけて頂けます。また、サロンオーナーから現場で習える点と少人数制である
ことで、その都度しっかりと疑問も解決できる点がいいところです。

開催に際し、心がけていることは？
「ラグジュアリーな笑顔で」という ELT のモットーを大切にしています。
そして､学科が単なる学問としてではなく、現場で使える知識として理解して頂けることを目標にしています。
お肌や健康（身体）について、お客様にわかりやすくお伝えできるように、実際の例話なども
カウンセリング学では、お話していくように心がけています。実技においても、基礎的な技術と実際の
接客や立ち振る舞いなども、ELT で学んだ「おもてなし」の心を基に伝えたいと思っています。

コンセイエがきっかけで
たまたまですが、私が受講いただいた生徒さんは、40 代で今までの会社員などのキャリア系からの転身を
望まれての方も少なくなくありません。　女性らしいライフスタイルや働き方を望まれ、美容の仕事での
起業などを検討され､コンセイエを受講していただいております。また、長年、コスメティックビジネスに
携わってこられた方も、知識と技術を高めてお客様により喜んでいただき、収入も安定するようにと
チャレンジ頂き、個人サロンオーナーとしてご活躍中です。

自分自身が勉強になったことは？
毎回予習をする中で、改めて理解を深めることができます。苦手なことも何度も繰り返し理解し、
お伝えする準備をすることで、お客様や生徒さんへの伝える力が高められると感じます。
また、どうしても自己流になりがちの技術も、全てに意味がある呼吸のリズムや手の運び方、力加減、
タオルケアなど･･･伝える側として再度見直す機会となり、毎回新鮮な気持ちで学びになっています。

最後にメッセージ
人をキレイにする仕事は、本当に素晴らしく夢のある仕事です。それは、周りの女性をキレイにし、
笑顔を増やし、豊かさを増やせるからです。そして、自分自身もキレイに輝けます。しかし、現実は
楽ばかりではありません♪だからこそ、しっかりとした準備が必要です。お客様の立場となって考えられる
知識と技術、サロン経営についての学びを、コンセイエを通じて一緒にスタートしてみませんか？



海外セミナーでインターナショナルな見識を
高めビジネスチャンスを体感します。

分かり易いテキストで興味を持ちながら
理解を深めます！

chapter1
皮膚学

美容のプロとして
お客様に委ねられる

スキンケアについて学びます。

chapter2
カウンセリング学

お客様に的確なカウンセリングを
行えるように必要な
知識を学びます。

仕事や学校との両立も大丈夫！それぞれの
ライフスタイルに合った学びのスタイルを
提案します！

常に勉強の目的を確認し､将来のイメージを
高め、夢の実現をサポートします！

少人数の寺小屋方式で疑問点をすぐに
解決。カウンセリングも行います！

各種セミナーで集中学習。進度の確認や
仲間とのコミュニケーションを図ります！

一人ひとりの学びを、親身にバックアップ



カリキュラム

すぐにビジネスを展開したい方のために、短期（３ヶ月）集中コースを新設しました。

●　学科合計　18単位 36 時間

皮　膚　学　　　　　人体・皮膚の構造・皮膚の働き 5単位
ガイダンス 1単位

カウンセリング学　　心構え・ヒアリングシートの記入・問診/触診のポイント・カウンセリングアドバイス   5 単位
コスメティック学　　洗浄ライン・美容液・クリーム・スペシャルケア・フレグランス/ボディ/サプリメント   5 単位
サロンビジネス学 1単位
トリートメント学 1単位

●　実技合計　18単位 36 時間
フェイシャルトリートメント 8単位
ボディトリートメント 8単位
セールストリートメント 2単位

学費

★ 入学登録金はいかなる場合も、返金いたしません。
★ 卒業生はいつでも再受講ができます。また海外セミナーに特別価格で参加することができます。

70,400 円 / 一時金　カリキュラム補助費として
66,000 円 / 毎月 (3 ヶ月 )10 日までにご納付いただきます。合計 198,000 円

入学登録金
受講料

指定空港よりバリへ出発1日目

指定空港へ帰国予定6日目

学科講義・実技講習
3日目

デンパサール空港到着2日目

修了テスト5日目

4日目

指定空港よりパリへ出発1日目

指定空港へ帰国予定6日目

スパ体験研修・学科講義・実技講習
3日目

早朝または午前 パリ到着 講習【学科】2日目

自由時間 午後または深夜パリ発 5日目

4日目

海外セミナー

※安全催行に支障をきたす事象が考えられる場合は、開催を延期・中止させていただくことがあります。

◆ 学科講習
スタッフより、日本語での講義をいたします。
・インターナショルなコスメティックビジネスについて(2h)
・カウンセリングコスメティックの世界(1h)
◆ 体験学習
提携ブランドのParisスタッフによる トリートメントを体験いただきます。
・フェイシャルトリートメント
・文化研修　(パリ市内の文化スポットの散策)

◆ 学科講習
ELTのスタッフより、日本語での講義をいたします。
・アジアのビューティビジネス・カウンセリングコスメティックの世界(1h)
◆ 体験学習
バリスタッフによるバリニーズトリートメントを体験いただきます
・リゾートスパ (ラグジュアリースパ体験)
◆ トリートメント実習
ELTインドネシアスタッフならびに日本語スタッフによる講義
・バリニーズトリートメント(バリ・リフレクソロジー)の習得コース

サマー（ウィンター）セミナー参加につきましては参加費、宿泊費、
食費を ELT が負担いたします。交通費のみご負担ください。
修了時には「ディプロマ」をお渡しし、修了記念としましてサロン用
商材を協賛します。
上記期間以外のスタート希望の方は ELT までお問い合わせください。

4・5月開講　4月（もしくは5月）よりスタートしていただき、下記カリキュラムを受講していただきます。7月度にサマー
セミナーを受講いただき修了となります。
10・11 月開講　10 月（もしくは 11 月）よりスタートしていただき、下記カリキュラムを受講していただきます。
翌 1月度にウィンターセミナーを受講いただき修了となります。



日程　毎年 4 月及び 10 月の 5 日間
● 開催地　　東京神宮前ミック本社
● 販売価格　99,000 円 ( 税込 )　食事代は、販売価格に含まれています。 
● 対象　　　TOP BC または マネージャー候補

※終了後に「ディプロマ」をお渡しします。また、希望者にはトリートメントサロンの保険にもご加入いただけます。

コンセイエや各種スクールを受講し、事業をスタートした皆様のためのカウンセリング販売と、
トリートメントの基礎の研修会です。



 株式会社 ELT
●主催運営（日本事務局）●販売元


