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継続教育セミナー  概 要

 会　場

ザ ランドマークスクエア トーキョー「ロータス」
（SHINAGAWA GOOS 内 30F）

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 26 日（水）までに取り消される場合：受講料の 50％
8 月 27 日（木）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  mail; info@jsa-cpe.org
一般社団法人 日本スキン・エステティック協会内
セミナー事務局
※スケジュールは都合により変更する場合があります。
https://www.jsa-cpe.org

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 ）

申込書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

23,500 円（JSA 会員 14,100 円）受講料には、資料、2 日間の
昼食、コーヒー又は紅茶、消費税を含みます。
※ 1日のみの受講の場合は 11,750円（JSA会員 7,050 円）

受 講 料

みずほ銀行  新宿西口支店  普通口座 No.1221242
口座名：一般社団法人 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

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なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
おかげさまで当協会主催の継続教育セミナーも、今回で４８回目
の開催を迎えることができました。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
各位の皆様のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
本セミナーではプロフェッショナルなエステティシャンに必要な講義
に加え、近年の美容脱毛ニーズの高まりに応えるべく、日本美容
電気脱毛協会が本年スタートした「美容電気脱毛エステティシャン
養成制度」についての講義も行います。CPE をはじめ、多くの
エステティシャンの皆様には、この２日間の継続教育セミナーを
有意義なものとして、更なるサービスの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、事務局一同、心よりお待ちして
おります。

一般社団法人 日本スキン ･ エステティック協会

ご挨拶

日　程：  2020年9月9日（水）・10日（木）
会　場：  THE LANDMARK SQUARE TOKYO

ザ ランドマークスクエア トーキョー

　　　　「ロータス」（SHINAGAWA GOOS内30F ）

主　催：

協　賛：  日本継続教育センター

一般社団法人

THE LANDMARK SQUARE TOKYO
ザ ランドマークスクエア トーキョー
〒 108-0074  東京都港区高輪 3-13-3（SHINAGAWA GOOS 内 30F）
TEL.03-6408-5225　
https://www.shinagawagoos.com/index.html

● 京急線品川駅高輪口より徒歩 3分
● JR 品川駅中央改札口（高輪口）より徒歩 3分



＊講義中の撮影及び録音は禁止いたします。
＊講義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  森田　敦子
株式会社サンルイ・インターナｯショナル　代表取締役　　
ルボア　フィトテラピースクール主宰

「女性なら知っておきたい「デリケートゾーンケア」の重要性」
あなたのデリケートゾーンは潤っていますか？顔や身体は専用のケア用品
でお手入れをしていても、デリケートゾーンは何もしていないという人が
多いのではないでしょうか。膣まわりは、生理や排泄、セックス、妊娠、
出産、閉経などに関わる、女性にとって一番大切な場所です。この講演では、
デリケートゾーンの基礎知識をはじめ、洗浄や保湿の重要性、ケアを怠る
ことで起こりえるトラブルなどをお話いたします。

講義2  藤原　弘呼 CPE
一般社団法人日本エステティック業協会　副理事長
教育委員会　委員長
一般財団法人日本エステティック試験センター　副理事長

「日本のエステティック業界における教育の現状
　　　　　　　　～ AEA 優良サロン制度を踏まえて」
約２０年間で脱毛やエステティック教育の資格制度が確立されてきました。
ＡＥＡでは、認定校と企業の産学連携、又、実務経験者の資格取得を推進
することで業界のレベルＵＰを図ってきました。その中で、特に「企業に
役に立つ、人に喜ばれる」事に注力した資格のステップＵＰを構築してき
ました。ＡＥＡ優良サロン制度はエステテｨシｬンと職場を守り、それが業
界を守ります。今後は職場教育のあり方が重要だと考えます。

講義3  舘田　一博
東邦大学医学部微生物・感染症学講座　教授

「新型コロナウイルス感染症　
　　　－私たちが知っておかなければいけない真実－」
2019 年の 12 月中国武漢市から広がった新型コロナウイルス感染症が世界
的広がりを見せている。本症の伝播には飛沫に加えて接触感染が重要であるこ
とが知られている。また、咳やくしゃみに加えて近距離での会話でも感染が広
がる可能性が指摘されている。無症状の人が本ウイルスを持っていて、他の人
に感染させる可能性もある。この感染症に対して我々はどのように対応してい
くべきなのか、大変難しい問題と直面していると考えておかなければならない。

講義4  米山　公啓
米山医院　院長　
NPO 法人日本サプリメント評議会　代表理事

「脳を活性化する方法～仕事がうまくいくための～」
仕事をうまくやっていくには、自分の脳をどう活かし、どう使っていけば
いいのでしょうか。「脳は２０％しか使っていない」などといわれますが、
実は１００％使っているのです。問題はその脳の使い方なのです。自分の
脳を仕事に活かすには、普段からの脳の健康に気づかい、脳を刺激するも
のが必要になります。私の作家や医師としての経験も含めて一緒に考えて
いきましょう。

講義5  伊藤　明子
赤坂ファミリークリニック　院長 
東京大学医学部附属病院 小児科医　医師　公衆衛生専門医

「美肌、美髪、美しい心と脳を作る食材、食べ方、生活の工夫」
美肌、美髪をつくるには、外からの作用だけでは実現できません。皮膚、毛
髪を作る良質な「材料」を適切に摂取する必要があります。これまでの学術
研究でわかっている分子レベルでの皮膚・毛髪の仕組みを整理しながら、具
体的にどの食材をどのように摂っていくことが美肌美髪につながるか、また、
生活の中での美肌美髪つくりの重要なポイントを生化学的な説明とともに共
有します。

講義6  中里　妃沙子
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所　代表弁護士

「美容業界における労務トラブル防止のためのルールづくり   
                             ～ハラスメント対策は万全ですか？」
エステティックサロン、美容脱毛サロンにおける労務問題について解説。
労働時間の管理（残業代未払い等）などの労使間トラブルに加え、職場内・
顧客との関係で生じるハラスメント対策まで事例を交えて紹介。また、退職・
転職の際に、独自の技術やノウハウ、顧客情報などが競合企業で使用され
ることを防ぐために必要となる「競業避止義務」などの契約について法律
の観点から説明する。

講義7  梶本　修身
東京疲労睡眠クリニック院長　医師　医学博士

「睡眠と美容：疲労・睡眠医学からみたアンチエイジングとは？」
疲労とは脳や体の細胞が過度な活動や睡眠不良により酸化ストレスに晒さ
れ、一時的に錆びが生じたことで本来の機能が果たせなくなった状態を指す。
そして、その錆びが回復不能となった状態が老化である。すなわち、疲労を
回復させることなく放置することで老化が加速する。
本セミナーでは、脳および体、肌の疲労を起こす原因と、疲労を科学的に克
服する手法を解説し、真のアンチエイジングについて講演する。

講義8  手塚　圭子 CPE
日本美容電気脱毛協会　理事長　医学博士　保健学博士

「美容電気脱毛エステティシャン養成制度」の必要性について
日本エステティック連合「美容電気脱毛技能検定委員会」を前身とする日
本美容電気脱毛協会では、１９９９年より美容電気脱毛の筆記・実技試験
を実施していますが、近年の「美容電気脱毛を学びたい」というニーズの
高まりから美容電気脱毛エステティシャン養成制度を立ち上げることにな
りました。本セミナーではその詳細と、アメリカにおける美容電気脱毛法
の現状をお話しします。


