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講座案内 

 

 

 
 

 



まずはダイジェスト版 無料講座から※毎月第一月曜日開催（祝日の場合は翌週） 

無
料
講
座 

お試し講座 選ばれる美容のプロになる 

各講座紹介・すぐに使える美容トーク集（毎回テーマが変わります） 

無料 10:00~12:00 

季節のスキンケア 

季節に合わせたセルフコンディショニング・スキンケア 

無料 13:00~16:00 

 

ベーシックカリキュラム 

講座名 金額 時間 

技
術
編 

フェイシャル基礎技術 

クレンジング・ふき取り・パック・仕上げ技術 

￥25,000 13:30~17:00 

フェイシャル＆デコルテマッサージ 

マッサージの基礎 6 手技 

￥25,000 13:30~17:00 

フェイシャル機器 

毛穴吸引・ブラシ・スクライバー・美容液導入 

￥25,000 13:30~17:00 

ボディマッサージ 

下肢表裏面・腰背部・腹部・上肢 

￥25,000 13:30~17:00 

理
論
編 

 

クレンジング理論 

表皮の仕組み・肌別商材選択 

￥20,000 9:30~12:30 

マッサージ理論 

真皮・皮下組織の仕組み・肌別テクニック選択 

￥20,000 9:30~12:30 

アンチエイジング理論 

しみ・しわ・たるみ理論 

￥20,000 9:30~12:30 

痩身理論 

脂肪・むくみ・セルライト理論 

￥20,000 9:30~12:30 

栄養学 

美肌・痩身に必要な栄養学 

￥20,000 9:30^12:30 

カウンセリング学１ 

カルテの活用と具体的なカウンセリング方法  

￥25,000 9:30~12:30 

カウンセリング学２ 

悩みを聞き出し解決に導くカウンセリング法 

￥25,000 9:30~12:30 

化粧品学 

化粧品のタイプと成分読解 

￥20,000 9:30~12:30 

経
営
編 

サロン経営学 

利益の出るシステムづくりとサロン経営 

￥25,000 13:30~17:00 

メニューの作り方 

サロンメニュー・季節毎キャンペーンの作り方 

￥25,000 13:30~17:00 

プロの美容家に必要な接遇 

質の高い接客サービスと会話 

￥25,000 13:30~17:00 

集客・プロモーション 

リピートの仕組みと新規集客のアイデア 

￥25,000 13:30~17:00 

物販ノウハウ 

喜んでもらえる物販ノウハウ 

￥25,000 13:30~17:00 



特別講座 

※不定期開催 

講座名 金額 時間 

オリジナルフェイシャルテクニック 

小顔・美肌をかなえるトータルテクニック（理論・実技） 

￥25,000 13:30~17:00 

フェイシャル＆ボディラジオ波 

ラジオ波理論・効果的なメニュー導入方法・実技 

￥25,000 13:30~17:00 

カップドレナージュ 

カップドレナージュ理論・効果的なメニューへの導入方法・実技 

￥25,000 13:30~17:00 

セルフブランディング 

選ばれる美容家のためのセルフブランディング 

￥25,000 13:30~17:00 

化粧品・マシン導入（メーカー協賛） 

各種フェイシャル・ボディマシンや最新化粧品の導入検討に 

無料 9:30~12:30 

 

 

 

 

 

コースで受講いただくとお得になります。 

各講座スケジュールから日程を選択いただき、どの講座からでも受講が可能です 

 

初めてフェイシャルを提供するエステティシャン・サロン向け（未経験者 OK） 

フェイシャル導入コース 145,000 円（180,000 円相当） 

講座名 金額 時間 

技
術
編 

フェイシャル基礎技術 

クレンジング・ふき取り・パック・仕上げ技術 

￥25,000 13:30~17:00 

フェイシャル＆デコルテマッサージ 

マッサージの基礎 6 手技 

￥25,000 13:30~17:00 

理
論
編 

 
クレンジング理論 

表皮の仕組み・肌別商材選択 

￥20,000 9:30~12:30 

マッサージ理論 

真皮・皮下組織の仕組み・肌別テクニック選択 

￥20,000 9:30~12:30 

アンチエイジング理論 

しみ・しわ・たるみ理論 

￥20,000 9:30~12:30 

カウンセリング学１ 

カルテの活用と具体的なカウンセリング方法  

￥25,000 9:30~12:30 

化粧品学 

化粧品のタイプと成分分析 

￥20,000 9:30~12:30 

経
営
編 

メニューの作り方 

サロンメニュー・季節毎キャンペーンの作り 

￥25,000 13:30~17:00 

 



売れるビューティインフルエンサーのための美容理論を中心としたセット講座 

受講後は美容家として活動登録が可能です（任意） 

美容家養成コース 160,000 円（195,000 円相当）  

 

講座名 金額 時間 

理
論
編 

 

クレンジング理論 

表皮の仕組み・肌別商材選択 

￥20,000 9:30~12:30 

マッサージ理論 

真皮・皮下組織の仕組み・肌別テクニック選択 

￥20,000 9:30~12:30 

アンチエイジング理論 

しみ・しわ・たるみ理論 

￥20,000 9:30~12:30 

痩身理論 

脂肪・むくみ・セルライト理論 

￥20,000 9:30~12:30 

化粧品学 

化粧品のタイプと成分読解 

￥20,000 9:30~12:30 

栄養学 

美肌・痩身に必要な栄養学 

￥20,000 9:30~12:30 

集客・プロモーション 

リピートの仕組みと新規集客のアイデア 

￥25,000 13:30~17:00 

物販ノウハウ 

喜んでもらえる物販ノウハウ 

￥25,000 13:30~17:00 

特
別
編 

セルフブランディング 

選ばれる美容家のためのセルフブランディング 

￥25,000 13:30~17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



フェイシャル・ボディのトータルエステを提供するサロン開業を目指す（未経験者 OK） 

サロン開業から１年間は無料経営相談も承ります 

サロン開業コース 250,000 円（305,000 円相当）  

 

講座名 金額 時間 

技
術
編 

フェイシャル基礎技術 

クレンジング・ふき取り・パック・仕上げ技術 

￥25,000 13:30~17:00 

フェイシャル＆デコルテマッサージ 

マッサージの基礎 6 手技 

￥25,000 13:30~17:00 

ボディマッサージ 

下肢表裏面・腰背部・腹部・上肢 

￥25,000 13:30~17:00 

理
論
編 

 

クレンジング理論 

表皮の仕組み・肌別商材選択 

￥20,000 9:30~12:30 

マッサージ理論 

真皮・皮下組織の仕組み・肌別テクニック選択 

￥20,000 9:30~12:30 

アンチエイジング理論 

しみ・しわ・たるみ理論 

￥20,000 9:30~12:30 

痩身理論 

脂肪・むくみ・セルライト理論 

￥20,000 9:30~12:30 

カウンセリング学１ 

カルテの活用と具体的なカウンセリング方法  

￥25,000 9:30~12:30 

経
営
編 

サロン経営学 

利益の出るシステムづくりとサロン経営 

￥25,000 13:30~17:00 

メニューの作り方 

サロンメニュー・季節毎キャンペーンの作り方 

￥25,000 13:30~17:00 

プロの美容家に必要な接遇 

質の高い接客サービスと会話 

￥25,000 13:30~17:00 

集客・プロモーション 

リピートの仕組みと新規集客のアイデア 

￥25,000 13:30~17:00 

物販ノウハウ 

喜んでもらえる物販ノウハウ 

￥25,000 13:30~17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



担当講師 

 

 

平賀さやか 

日本エステティック協会 認定講師 

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（永久ライセンス） 

ＣＩＤＥＳＣＯインターナショナルエステティシャン 

 

美容学校卒業後大手エステティックサロン勤務、初年度新人賞受賞 

2010 年自宅マンションにサロンオデット開業 

第 2 回エステティックグランプリ個人サロン部門（東京）覆面調査第 1 位 

2014 年現在のテナントへ移転 

2015 年大手フィットネス内に期間限定サロン出店 

現在もサロンワークの傍ら美容専門学校にて特別講師を務める 

美容専門雑誌・ＴＶ・ラジオ等、プロフェッショナルエステティシャンとしてのメディア出演多数 

 

ご挨拶 

 

はじめまして オデットエステティックスクールの平賀さやかです。 

美容家やエステティシャン、ビューティアドバイザーなどの美容を専門とするさまざまな職業が誕生する一方

残念ながら知識の浅さや不勉強、プロ意識の欠如を感じる方を目にする機会も増えました。 

アカデミックに正しい知識や理論背景を学ぶことは技術やトークの自信につながります。 

自信とプライドを持って差別化できる真の美容専門家を育成する、そんな目的でこの講座は誕生しました。 

すでに美容の専門家として活躍されている方も、これから飛び込もうと決意された方も 

どうぞ目的に合わせてご受講ください。 

 

講習会会場 

 

【都立大学・本校】Salon Odette 

目黒区柿の木坂１－１７－９ 

シャンボール柿の木坂１Ｆ 

【芝浦特別講座】 

東京都港区芝浦４－２１－１ 

芝浦アイランドグローブタワー

３Ｆ会議室 

【山梨講座】 

山梨県韮崎市若宮 1 丁目２－５０ 

韮崎市民センターニコリ会議室 

問い合わせ先： オデットエステティックスクール 03-5439-9055 



 


