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IEC 2013  概 要

 地　図

 CPE 認定試験について
会場：TBC ウエスト オブ イングランド カレッジ
　　　〒 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸 2735 中和ビル 3F

日時：2013年8月30日（金）14:00 〜（13:00 集合）

TKP ガーデンシティ品川
〒 108-0074  東京都港区高輪 3-13-3（SHINAGAWA GOOS 内 1F）
TEL.03-5449-7300　
http://gc-shinagawa.net/
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8月28日（水）受付 8：50 〜／開会 9：20 ／講義 9：30 〜18：30
8月29日（木）受付 9：20 〜／講義 9：30 〜17：30（閉会）

日 時

TKP ガーデンシティ品川「ネクサスウィンド」   定員：100 名
〒 108-0074  東京都港区高輪 3-13-3  SHINAGAWA GOOS 内 1F
電話 03-5449-7300

会 場

受講申込みを取り消す場合は、書面にて事務局宛にご連絡ください。
なお、お支払い済みの受講料の払い戻しにつきましては、下記の
通りとなりますのでご了承ください。
8 月 15 日（木）までに取り消される場合：受講料の 50％
8 月 16 日（金）以降に取り消される場合：払い戻しはいたしません。

受 講 の 取 り 消 し

〒 163-0643 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 43F
TEL.03-3345-0195  FAX.03-3345-1523
日本スキン・エステティック協会内

「IEC 2013」事務局
※スケジュールは都合により変更する場合もあります。

事 務 局

CPE の方は、本セミナーの受講により 1.5CEU（15 時間分）の
取得が可能です。
※各講義を 30 分以上遅刻及び退室した受講者は、ポイント取得
　が出来ませんのでご注意ください。

CEU（ 継 続 教 育 ポ イ ン ト ）

申込用紙に必要事項をご記入の上、下記事務局宛に FAX または郵便に
てご送付いただくと共に、受講料を指定口座にお振り込みください。
申込書とご入金の双方が確認できた段階で、お申込み完了といたします。
※申込書をご送付いただきましても、ご入金が遅れますと受講
　できない場合がございますのでご注意ください。

申 込 方 法

23,000 円（JSA 会員 13,800 円）受講料には、資料、2 日間の
昼食、コーヒー、CPE 更新のための 1.5CEU の受講証明書（サティ
フィケート）の発行手数料を含みます。

受 講 料

みずほ銀行  新宿新都心支店  普通口座 No.0623896
口座名：日本スキン・エステティック協会
※振込手数料は各自ご負担ください。

振 込 先

申込書を受領し、入金確認後、「受講証」を送付いたしますので、
当日セミナー受付へご持参ください。

受 講 証

CPE の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申
し上げます。平素は当協会への格別のご高配、並びにご支援
を賜り厚く御礼申し上げます。JSA主催の CEU（継続教育）
セミナーも今回で 41 回目の開催となりました。このように毎
年セミナーを開催できますのも、ひとえに全国のCPEの皆様
をはじめとして、関係各位の皆様のご協力の賜物と深く感謝
申し上げます。
電気脱毛士のリーダーであるCPEの皆様は、美容脱毛のみな
らず、プロフェッショナルなエステティシャンとしての技術
と多岐にわたる知識を要求されています。本セミナーは資格
継続の学びの場であり、他の脱毛士との情報交換の場でも
あります。
この 2日間の継続教育セミナーを有意義なものとして、皆様
の更なるサービス向上にお役立ていただければ幸いです。
一人でも多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

ご挨拶

● 京急線品川駅高輪口より徒歩 1 分
● JR 品川駅中央改札口（高輪口）より徒歩 1 分

2013



＊講演中の撮影及び録音は禁止いたします。
＊2日間の受講で1.5 ポイントのCEUが取得できます。
＊講演の内容及び時間等は都合により変更される場合があります。

講義4  松波　春雨（まつなみ　はるお）
                薬日本堂漢方スクール 専任講師

「漢方早わかり講座　～ 漢方で体の中からキレイになる～」
頭痛や肩こり・冷え・便秘やむくみ・肥満・婦人科の悩みなどなど、女性
にとって気になる症状を「漢方」で解消してみませんか？ 漢方は、不調＝

「未病」の改善が得意！この講座では、「漢方って何？」から始まって、お
肌や女性のトラブルを中心に原因を解説。体質チェックも行い、体質別の
養生法などもご紹介します。体を内側から整えて、健康と美を同時に手に
入れましょう！！

講義5  山田　メユミ
                株式会社アイスポット 代表取締役社長　株式会社アイスタイル 取締役

「クチコミサイト運営会社から見る最新美容動向」
この 10 年余りで起ったインターネットの急激な普及に伴い、生活者の
消費や意思決定に大きな行動変化が生じています。本日は、月間利用者数
800 万人を誇る日本最大の化粧品ポ―タルサイト『＠ cosme』および同
120 万人の美容サロン検索＆予約サイト『アイスポット』の運営を通じ
て見えてくる最新美容動向や日本の女性たちの意識変化について、お話し
いたします。

講義6  杉村　さとりCPE
                株式会社Shimprove 代表取締役社長　ファスティングマイスター香港支部長

「香港の脱毛リポートと CPE のための分子栄養学」
私たち CPE は知識と技術の高さを誇りに美容電気脱毛を行なっておりま
す。近年の需要の変化など香港の脱毛・エステティック事情をリポート致
します。また、3 人に 1 人は敏感肌といわれる日本人。その分析結果から
日本におけるアレルギー・敏感肌指数が高い点に着目し、ファスティング
マイスターエキスパートから見た日本における食の危険度等、CPE が学
ぶべき分子栄養学を概説致します。

講義8  佐治　ひとみCPE
                日本ケアセラピスト協会 副理事長

「予防的スキンケアとケアセラピスト」
エステティックの持っている癒しのタッチ、ホスピタリティーの心と介護
職の持っている介護力や疾病への対応力と合わせることで、超高齢社会に
貢献でき、予防的スキンケアを行うことのできるケアセラピストが誕生し
ます。今回、ご高齢者の皮膚の特徴及び予防的スキンケアとは、また、平
成 23 年度「医療と介護の周辺産業創出調査」のアンケート結果について
お話いたします。
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講義3  加藤　加奈子　
                日本脱毛技術研究学会 認定講師　
                池坊短期大学環境文化学科 エステティシャンコース 非常勤講師

「受け継がれる美容電気脱毛」
なぜ電気脱毛という技術が生まれ、百年以上にわたって現在まで必要とさ
れてきたのか。知っているようで、知らない日本における電気脱毛の歴史。
電気脱毛士のパートナーであるプローブ。どんなプローブが仕事をしにく
くするのか。1 本のプローブが出来るまでの作業工程を解説しながら電気
脱毛の基礎を振り返り、美容電気脱毛の効果と必要性について解説します。
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講義1  石坂　泰造
                エステティックジャーナル編集長　株式会社たたぷらす 代表取締役

「日本のエステティック業界における脱毛事情」
日本のエステティックの歴史、特に脱毛の歴史を中心に変遷をたどり、これ
からのエステ脱毛の方向性を探ります。業界専門ジャーナルならではの情報
と視点から、知られざる様々なエピソード、あの時の真実にギリギリまで迫
ります。美容電気脱毛の技術と価値を再認識する内容にご注目下さい。

講義2  小林　弘幸
                順天堂大学医学部教授　日本体育協会公認スポーツドクター

「美容、健康のための自律神経コントロール法」
病気になんか、なりたくない。でも実際には、病気になりやすい人となり
にくい人がいます。この違いは何か？私が繰り返しご説明申し上げている
機能は、自律神経です。自律神経バランスを整えるためにすべきことは？
病気にならないため、自発的に行っていくべきことは？そして、「本当の健
康」とは？今回の講演では、研究成果と事例を挙げ、自律神経の重要性と
コントロ―ル法を説明します。

講義7  和合　治久
                埼玉医科大学 保健医療学部教授 学科長

「音楽療法～免疫力アップと美肌ケア」
精神的ストレスにあふれる現代社会では、リンパ球に依存する免疫力の低
下や自律神経の不均衡などで、多くの生活習慣病が引き起こされています。 
そのため、いかに自律神経の調和を取り戻したり、いかに生体外から侵入す
る病原体や体内で発生するがん細胞などの異物を撃退して、人々の健康を
守っていくかが重要になります。本講義では、自律神経の中でも心身を安静
に導く副交感神経を刺激する音楽を活用することで、今日の交感神経優位で
生じる病気の予防や改善が図れるという健康維持法についてお話します。


