
【目的】 高齢者への美容療法を実践する「ビューティタッチセラピスト」の資格取得

ビューティタッチセラピーとは、肌に触れ、スキンケアやメーキャップ等を繰り返す事で、心や身体の健康を促す

「美容療法」のことです。要介護・要支援の高齢の方をはじめ、元気高齢者の方が「ビューティタッチセラピー」を

通して、健康で生き生きとした生活を送る、そのような「アクティブシニア」を増やす目的で行われます。

皮膚美容・技術・接客のノウハウを学びビューティタッチセラピストとしての活動をスタートしませんか？

介護施設でのセラピーや高齢者サークルでの美容レッスンなど、活動の幅が大きく広がります。

あなたの、お手入れを待っている方が、大勢いるのです！

開講スケジュール ＊変更になる可能性があります。

ハンドセラピー ★

フェイシャル① ★

フェイシャル② ★

メーキャップ ★

総合 ★

介護基礎講座

トータル

★の講座後に１０名のセラピー実施の課題があります。課題修了はセラピスト認定の条件となります

＊受講料とは別に、教材費（必要に応じて）とテキスト印刷代など諸経費が必要です

協賛）特定非営利活動法人 NPO福祉用具ネット 協力）株式会社ナリス化粧品

３０時間 ３０時間 ３６時間

１日間（６時間） １日間（６時間） １日間（６時間） ３月１７日（木）

現役の方免除 １日間（６時間） １日間（６時間） ３月２６日（土）

１日間（６時間） １日間（６時間） １日間（６時間） ２月１４日（月）

１日間（６時間） １日間（６時間） １日間（６時間） ２月２８日（月）

１日間（６時間） １日間（６時間） １日間（６時間） １月２４日(月）

１日間（６時間） 免除 １日間（６時間） １月３１日（月）

九州ヘルスケア産業推進協議会/ヘルスケアサービス産業創出研究会テーマ事業(平成25年度)

保険外サービス活用ガイドブック掲載（平成２８年３月）

受講コース 介護資格者 ナリス化粧品ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 左記対象以外の方 日程

介護基礎講座（筆記試験あり 70点合格）
高齢者の身体の特徴やかかりやすい病気、車椅子など
の福祉用具の特徴と基本的な扱い方を学びます。どん
な会話？どうお声かけするの？等々。高齢者との接し
方を身につけて、良いコミュニケーションが取れるようにな
りましょう。

ハンドセラピー（１０名実施の課題あり）
手は全身のツボ、手のトリートメントで身体や心の癒し
が出来ます。高齢者の手の特徴を学び、ひじから指先
までの、リンパや静脈の流れをふまえたハンドセラピーの
方法を実習を交えながら、マスターします。ハンドセラ
ピーをしながらの会話は、あらゆる場面で活用できる
サービスです。

フェイシャルセラピー（１０名実施の課題あり）
クレンジング～フェイシャルマッサージトリートメント～スキンケアまでを30分
で行う技術をマスターします。光エステを活用したり短時間で効果的な、
高齢者の肌に負担をかけないソフトなトリートメント技術を習得します。

メーキャップセラピー（１０名実施の課題あり）
高齢者に心のいやしができるメーキャップの考え方を基に、元気で笑顔に
なるメークを実習を交えながらマスターします。明るい顔色・たるみをカ
バーするチーク・笑顔になる口元、若返りメークを習得します。

ビューティタッチセラピスト認定試験 (筆記・実技） ４月７日（木）
試験を合格した方には

「日本介護美容セラピスト協会」から資格認定証を発行いたします。
【受験料(初年度年会費・諸経費・手数料込み）】¥15,000（税込み）

【研修会場】

名古屋市中区栄4丁目16番27号 富士サカエビル ４階

(株)ナリス化粧品 栄スクール

総合（１０名実施の課題あり）
ハンドセラピーの復習や、一番人気の基本コースを相モデルで実践さなが

らにトレーニングします。試験前の復習にもなります。



○ ○ ○ ○

○ 免除 ○ 免除

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

総　合 ○ ○ ○ ○

○ ○ 免除 免除

テキスト代

１回目お振込み

２回目お振込み

＊介護有資格者は、１年以内の実務経験の有無で受講日数が変わりますので、ご注意ください。 (円)

＊教材（化粧品など）をご購入希望の方は、別紙「教材セット注文用紙」にてご注文ください。

＊ビューティタッチセラピスト認定試験につきましては、別途受験料が必要です。

＊一旦納入されました代金につきましては、理由の如何を問わずご返還いたしません。

＊受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。

＊やむなくご欠席される場合は、同カリキュラムを全国のコースにて振り替え受講が可能です。

　　ただし、振り替え受講の期限は、原則初回受講日から１年以内となります。

＊受講料お支払い期限は １回目支払い：受講１週間前まで

２回目支払い：３回目受講の１週間前まで（約１ヶ月間あります）

期限までにお振込みがない場合、受講はできません。

【振込み先銀行口座】

例）2020年1月17日から受講の山田良子さんの場合⇒20200117ヤマダヨシコ

【持参物】

□筆記用具

【共通】
□ﾊﾞｽﾀｵﾙ or ｸｯｼｮﾝ(ﾊﾝﾄﾞﾚｽﾄ用）

□筆記用具

□消毒液

□ﾃｨｯｼｭ
□ﾌｪｲｽﾀｵﾙ2枚

□ｺﾞﾐ袋
□ﾏｽｸ
□ﾌｪｰｽｼｰﾙﾄﾞ

□テキスト
【問合わせ先】(一社) 日本介護美容セラピスト協会　           清水　みどり

総　　合

＊振込名義人は可能な場合、受講日と氏名を続けて入力してください。 ＊振込手数料はご本人様負担でお願いいたします。

TEL　080-6162-2426　 　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　midori_shimizu@naris.co.jp

介護基礎講座

ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾋﾟｰ＆接客

フェイシャル①

メーキャップ

□ハンドセラピー、基本コースの準備一式

□化粧水(ﾙｸｴｵｰﾙﾊﾟｰﾊﾟｽﾛｰｼｮﾝ)  □乳液(ｱﾄﾃﾞﾘｴ or ﾙｸｴ)
□化粧下地(ﾘﾃﾞｨﾒｰｷｬｯﾌﾟﾍﾞｰｽUVﾓｲｽﾄ)  □ｺﾝｼｰﾗｰ  □綿棒
□ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾘﾃﾞｨ)  □ｵｼﾛｲ(ﾘﾃﾞｨ)  □眉用化粧品
□ほほ紅  □口紅  □ﾘｯﾌﾟﾗｲﾅｰ  □ﾒｰｷｬｯﾌﾟｽﾊﾟﾁｭﾗ  
□ﾒｰｷｬｯﾌﾟｽﾎﾟﾝｼﾞﾊﾟﾌ  □ﾒｶﾞﾋﾞｭｰﾃｨ  □ﾃｷｽﾄ

    or ｴｽﾃ用使い捨てｼｰﾄ

ハンドセラピー

フェイシャル①

フェイシャル②

メーキャップ

介護基礎

消費税１０％

お振込み合計

分割手数料

□鏡　□ｶﾁｭｰｼｬ  □ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(自分用)  □化粧直し(自分用)

□化粧水(ｱﾄﾃﾞﾘｴﾏｲﾙﾄﾞﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ)  □乳液(ｱﾄﾃﾞﾘｴ)
□ﾌｪｲｽｶﾞｰｾﾞ(不織布)  □ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ  □ﾗｯﾌﾟ

□化粧水(ﾙｸｴｵｰﾙﾊﾟｰﾊﾟｽﾛｰｼｮﾝ)  □乳液(ｱﾄﾃﾞﾘｴ or ﾙｸｴ)
□鏡　□ｶﾁｭｰｼｬ  □ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(自分用)  □化粧直し(自分用)

□ﾒｶﾞﾋﾞｭｰﾃｨ □ﾀｵﾙ･紐orﾍﾞﾙﾄ(ﾈｯｸﾚｽﾄ用)  □ﾃｷｽﾄ
□ﾌｪｲｼｬﾙ①の準備物  □ﾗｯﾌﾟ  □ｼﾞｪﾙﾊﾟｯｸ  □ﾃｷｽﾄ

分割
ご希望の場合

500 500 500 500

57,480

□ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ４～５枚

□ﾌｪｲｼｬﾙ用ｺｯﾄﾝ

（基本コースあり）

    (ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾘｰﾝｽﾌﾟﾚｰ)
フェイシャル②

※BC資格 = ﾅﾘｽ･ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ資格

三井住友銀行　西野田支店　普通7300772 一般社団法人　日本介護美容セラピスト協会

ミツイスミトモギンコウ　　ニシノダシテン シヤ）　ニホンカイゴビヨウセラピストキヨウカイ

お振込み合計

＊クラスの席には限りがございますのでお早めにお申込ください。入金が確認された時点で申込受付完了となります。

29,480 24,680 23,700 19,900

28,000 24,000 23,000 18,000

受講料

48,680 46,700 37,900

5,180 5,180 4,380 4,200 3,400

56,980 56,980 48,180 46,200 37,400

48,000 48,000 40,000 40,000 32,000

3,800 3,800 3,800 2,000 2,000

○

ビューティタッチセラピスト認定 基本講座　受講料・持参物のご案内

講座内容 基本価格
介護資格なし/介護資格あり未就業 介護資格あり現役

ＢＣ資格なし ＢＣ資格あり ＢＣ資格なし ＢＣ資格あり

【受講料】 ご自身の資格に合わせてご確認いただき願書に記入ください。

○

○

○

○

○



記入日
年　　月　　日

ハンドセラピー

フェイシャル① ナリス化粧品BC資格のある方は免除できます

フェイシャル②

メーキャップセラピー

総合

介護基礎講座 介護資格があり現役で就業の方は免除できます

認定試験 上記対象の講座を終了された方が受講できます

受講料合計

円

氏名の英文字表記

〒

所属施設・団体・会社など NBAｺｰﾄﾞ)

会 H

様

お持ちの資格は全てお書きください。介護基礎講座免除の方は資格認定証のコピーを添付してください。

お持ちの資格は全てお書きください。

□フェイシャルエステ　 □スキンケアサービス □メーキャップ □ボディ □フット

□ネイル □アロマ □ヘアアレンジ □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　株式会社ナリス化粧品　　栄スクール

名古屋市中区栄4丁目16番27号　富士サカエビル　４階

別紙の受講料案内をご参照いただき、指定口座へご入金をお願いいたします。

開講日の2週間前まで、定員　10　名で締切りますので早めにお申込ください。

＊申込が4名に満たない場合は中止する事があります。

昼食は個人でご準備ください。

　一般社団法人日本介護美容セラピスト協会　　　　名古屋校担当　　清水　みどり

TEL：080-6162-2426　　  

E-mail：　midori_shimizu@naris.co.jp  

【振込み先銀行口座】

例）202１年４月17日から受講の山田良子さんの場合⇒202１0４17ヤマダヨシコ

ミツイスミトモギンコウ　　ニシノダシテン シヤ）　ニホンカイゴビヨウセラピストキヨウカイ

三井住友銀行　西野田支店　普通7300772 一般社団法人　日本介護美容セラピスト協会
＊振込名義人は可能な場合、受講日と氏名を続けて入力してください。 ＊振込手数料はご本人様負担でお願いいたします。

１月２４日（月）

１月３１日（月）

２月１４日（月）

２月２８日（月）

受講願書は締切日までに（058-265-8077）ＦＡＸまたは担当者へメール添付して送信ください。

一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 講座受講願書

受講コース ビューティタッチセラピスト 認定基本講座　名古屋校　10:00～17:00

講座名 日　　　　　程 受講日に○ 備　　　　考

携帯TEL (必須)

FAX ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ (必須)

３月２６日（土）

３月１７日（木）

介護基礎講座が
免除になる資格

　介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパー２級１級・介護福祉士実務者研修修了者・介護福祉士　　　　　　　看護
師・　准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・ケアマネージャー
●その他資格についてもご不明な場合はお問い合わせください。

別紙の受講料案内をご確認いただき、受講料お振込み金額をご記入ください。
（受講料には認定試験料は含まれません）

ふりがな

氏名

現住所

連絡先
自宅TEL

４月７日（木）

勤務先
又は
所属

ナリス
NBAの方

生年月日 年　　　　　月　　　　　日生　　　　　　　歳 ご紹介者

介護関連
保有資格

【 問 合 わ せ 先 】

美容関連
保有資格

出来る
サービス

【 会 場 】

【 受 講 料 】

【 申 込 締 切 り 】

【 注 意 事 項 】


