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日　程：  2014年8月27 日（水）・28 日（木）
会　場：  TKP ガーデンシティ品川
　　　　「ネクサスウィンド」（SHINAGAWA GOOS内 1F ）

主　催：

協　賛：  日本継続教育センター

IEC 2014  概 要

 地　図

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27 日（水）受付 8：50 ～／開会 9：20 ／講義 9：30 ～18：30
8月28 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 14 日（木）までに取り消される場合：受講料の 50％
8 月 15 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 2014」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、ポイントの取得
　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、コーヒー又は紅茶、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 42 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

2014



＊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。
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講義1  鈴木　養平
薬日本堂 学術教育部長　日本漢方養生学協会 理事長

「四季の養生 〜 自分を変えるきっかけに !　
             暮らしの中の漢方・薬膳を学ぶ 〜 」

「漢方」=「漢方薬」と思われがちですが、実は漢方は総合的な健康・美容・
長寿の知恵の宝庫。人間を自然界の一部と捉え、自然界の動きを感じながら、
季節や体質に合わせて体調管理することが大切です。この講演では、漢方
理論から季節の養生法、食事のご紹介まで、暮らしに活かせる知恵をお伝
えします。お客様への提案・アドバイスに、漢方の知恵を添えてみませんか？

講義2  恵澤　千春 CPE
株式会社エステティカ 代表取締役
AEA 認定インターナショナルエステティシャン
日本成人病予防協会認定 健康管理士一般指導員

「“ 最適な脱毛法が選べるサロン ” の
　　　　　　　　 総合プロデュースについて」
現在、長年の美容電気脱毛を中心とした施術に加え、2009 年から導入し
た美容ライト脱毛機器によって、毛質やご希望の仕上がりに合わせた様々
な脱毛法から、お客様一人ひとりに最適な脱毛法を提案する脱毛サロンを
総合プロデュースしています。その経験から、ブレンド脱毛法から特に人
気の高周波脱毛法に移行した経緯と、それぞれのメリット、デメリット、
サロン運営の現状をお話しさせて頂きます。

講義3  桑波田　日香里
ARTE AROMATICA 代表　薬学博士　薬剤師

「痛みとアロマ 〜 アロマセラピーによる
　　　　　　　　 鎮痛作用の科学的解析 〜 」
近年、ヒーリングやリラクゼーション目的以外に医療分野でもその効果効
能が注目され、利用されているアロマセラピーですが、これまでその根拠
となる科学的な基礎研究は十分とは言えませんでした。そこで、精油やそ
の成分の鎮痛作用について検証し得られた有用な結果についてご報告し、
痛みのメカニズムと、そこに精油がどのように作用しているのかについて
わかりやすくお話しします。

講義4  轟木　美穂子 CPE
日本エステティック振興協議会 美容ライト脱毛委員会 委員

「日本エステティック振興協議会が考える美容ライト脱毛」
美容ライト脱毛は、十数年前からエステティックサロンの脱毛メニューに
取入れられ、現在市場は活性化しました。その一方で、様々な問題も発生
しています。急増する需要に応えるべく、業界では、安全・安心への取組
みを加速させてきました。本講義では、美容ライト脱毛自主基準、美容ラ
イト脱毛機器適合審査制度、美容ライト脱毛エステティシャン養成制度、
美容ライト脱毛サロン認証等についてお話します。

講義6  森柾　秀美
Esthetic MORIMASA 学院長（プロ対象エステティックスクール）
フランス商工会議所（シャンブルドメチエ）講師　
株式会社トゥールビオン 代表取締役

「上顧客をがっちりつかむサロン戦略と接客」
上顧客比率の高いサロンには、秘密があります。サロン独自の技術やサー
ビスが響く顧客づくりのノウハウを集結。長くお付き合いできるサロンの
シナリオ作りやメニューの例、人が集う心理状態など、お客様の ｢パワー
スポット｣ になって生き残れるサロンとはどういう要素を兼ね備えている
サロンなのか。街の行きつけサロンから海外セレブが通うサロンメニュー
までプロデュースする森柾秀美の生の情報です。

講義7  浅井　潤司
株式会社矢野経済研究所 FSR ユニット 上席マネージャー（主任研究員）

「エステティック業界の現状分析と今後の展望」
本講演では、エステティック業界を構成するサロン、機器メーカー、化粧
品メーカー、ディーラーの動向と戦略を紹介し、市場の現状を解説すると
ともに、今後の業界を展望します。また、今後の市場拡大のためのキーポ
イントについて解説します。加えて、エステティックサロン利用者の利用
実態やエステティックサロンへの要望、有名サロンに対して持っているイ
メージについてもご紹介します。

講義8  斎藤　糧三
一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会 副理事長
順天堂大学大学院加齢制御医学講座 協力研究員
ナグモクリニック アンチエイジング・機能性医学外来 医長

「運動なしでみるみる痩せるアンチエイジング食事法、
　　　　　　　　　　　　ケトジェニックダイエット」
順天堂大学大学院医学研究科　白澤卓二教授とともに設立した、一般社団
法人日本ファンクショナルダイエット協会では、「ケトジェニックダイエッ
トアドバイザー養成講座」（ケト検）を設置し、正しい低糖質ダイエットの
指導者を育成している。「若返りながら痩せる。」次世代のダイエットとし
て注目のケトジェニックダイエットを解説する。また、腸内環境や睡眠と
痩身の関係にもふれる。

講義5  光江　弘恵
特定非営利活動法人ソシオキュアアンドケアサポート 理事長
日本エステティック協会トータルエステティックアドバイザー
CODES-JAPON 認定ソシオエステティシャン

「ソシオエステティシャンとしての活動」
フランスで始まったソシオエステティック（病気・事故・加齢・災害）な
ど困難な状況の方に美容アプロ—チを行い、前向きに生きる気持ちを支援
する活動。日本におけるソシオエステティックのあり方をトリ—トメント
サポ—トとして根付かせるために何ができるか、現状を紹介しながら共に
考える場としたい。また、災害時などプロフェッショナルボランティアと
しての役割についてふれる。


