MAIC 認定 国際イメージコンサルタント養成講座

10 期⽣ 募集要項

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

外見磨き集中トレーニング（個人コンサルティング２日間）を養成講座受講の必須条件としております。
詳細については、こちらをご覧下さいませ。

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

パーソナルカラーアナリスト専攻
※メイク＆スキンケア特別講義、開業準備講座が含まれます。

基礎コース 5 回（２０時間）

プロ養成コース 7 回（３０時間）

イメージコンサルタントとしての心構え

資格取得についてのアドバイス

色彩理論

色彩心理学とイメージ戦略

イエローベースとブルーベース

なりたいイメージを表現するカラーコーディネート

色の分類方法と見分け方

効果的なカウンセリング方法（パーソナルカラー編）

４シーズン分類（パーソナルカラー検定対応）

男性のパーソナルカラー診断

MAIC オリジナル１６シーズン診断

ドレーピング実習

お客様へのレクチャー・プレゼンテーション実習

実技試験

パーソナルカラー別ヘアメイクカラー

現役イメージコンサルタントからのフィードバック

顔立ち＆顔型分析

スキンケアとメイク

ドレーピング実習

開業準備講座

筆記試験

∞

教材についてのご案内

∞

１． 受講時までに、パーソナルカラー検定®公式テキスト「はじめてのパーソナルカラー」をご準備下さい。
２． 授業内はスクール所有のドレープを使用しますが、希望者のみ MAIC 推奨のドレープを手配代行致します。
（120 枚ドレープセット＋ケープ 82,650 円＋消費税） 原価提供となりますので、開業後ご自身で手配も可能です。
お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

ファッションスタイリスト専攻
※メンズ・ビジネスウェア特別講座、開業準備講座が含まれます。

基礎コース 5 回（２０時間）

プロ養成コース 7 回（３０時間）

イメージコンサルタントとしての心構え

資格取得についてのアドバイス

ファッションとパーソナリティ（基礎編）

ファッションとパーソナリティ（応用編）

心理テストを使ったパーソナリティ診断

効果的なカウンセリング方法（ファッション編）

色、柄、形を使ったスタイリング表現

体型分類 24 タイプ

１４タイプのスタイリング表現

Image Innovators （I.I) 体型分析ツール契約方法

（キュート、フェミニン、スポーティ、ナチュラル、エスニック

実寸体型分析ツール （I.I.) を使ったプレゼン実習

クリエイティブ、エレガント、ソフィスティケイト、ゴージャス

フレグランスを使った香りのイメージ戦略

セクシー、ブリティッシュ、フレンチ、ハード、ドラマチック）

実技試験

体型カバー理論

現役イメージコンサルタントからのフィードバック

フェイスライン分析方法

メンズコンサルティングとビジネスウェア

ショッピングアテンド（実地研修）

開業準備講座

∞ I mage I nnovators 体型分析ツールについて

∞

オーストラリア Image Innovators 社開発の実寸体型を元にした体型分析ツールです。現在、日本では MAIC 認定イメージ
コンサルタントのみが使用している希少価値あるツールです。Image Innovators との契約方法を講座内でご紹介しており
ます。分析ツールは英語版のみとなり、講座内でも翻訳する機会がございますが、会話力は求められません。講座内で
は、効率良く翻訳し日本人向けに使用するコツを併せてご紹介しております。
お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

開業準備講座
※プロ養成コースに含まれています。
異なる専門分野を持つ現役コンサルタント 4 名から、起業や経営、ブランディングに関するアドバイスが受けられます。
「体験談×講師の数」 起業に役立つ業界の最新情報が得られます。

開業準備講座（６時間）
１． メンタルコーチに学ぶ「起業に向けてのマインドセット」
・「雇われる側」しか経験したことのない人が、初めて独立起業する為に知っておくべきこと
２． 株式会社設立経験者に学ぶ「株式会社設立の流れ」
・会社設立で得する人、損する人の違い
３． 元モデルに学ぶ「プロフィール写真」の撮られ方
・個性をアピールするのに効果的な表情とポーズの取り方
・プロフィール写真クイック撮影会
４． イメージコンサルタントとして考える自身の「ブランディング」
・開業手続きの手順

・理想の価格設定

・起業の目的

・目標収入の出し方

・ターゲット設定

・事業コンセプト

・ニッチ戦略

・屋号設定

・宣伝に使えるキャッチフレーズ

・ SNS の使い方と注意点

・プロフィール作成

・現役コンサルタントによる経験談とアドバイス

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）
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専⾨コース受講料
パーソナルカラーアナリスト専攻

ファッションスタイリスト専攻

基礎コース

\180,000

\180,000

プロ養成コース

\290,000

\290,000

通常合計

\470,000

\470,000

\450,000

\450,000

通常合計より 20,000 円割引

通常合計より 20,000 円割引

１専攻
一括申込み
割引適用
２専攻
一括申込み
割引適用

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

\880,000
通常合計 940,000 円より 60,000 円割引

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

マンツーマン対応受講料
自分のペースでじっくり学びたい方の為のマンツーマン対応コースです。
開催日時やご希望の内容など、可能な限りご相談に応じます。
ご希望の方は、まずは遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

ファッションスタイリスト専攻

パーソナルカラーアナリスト専攻

マンツーマンコース

マンツーマンコース

基礎コース

\300,000

\300,000

プロ養成コース

\420,000

\420,000

通常合計

\720,000

\720,000

\690,000

\690,000

通常合計より 30,000 円割引

通常合計より 30,000 円割引

１専攻
一括申込み
割引適用
２専攻

\1,290,000

一括申込み

通常合計 1,380,000 円より 90,000 円割引

割引適用

ブラッシュアップコース
各自のニーズに合わせて必要なトレーニングをカスタマイズで受けることができます。
卒業後も引き続きアフターフォローが受けられます。
受講料（１時間あたり）

SKYPE \3,000

対面 \10,000

∞ ご相談事例 ∞
・開業準備に関する相談、ブログ、HP、名刺デザインに関する相談
・セミナー開催時のシナリオ作り、リハーサルチェック
・メディア対応に関する相談
・個人コンサルティング分析結果セカンドオピニオン
・体型分析ツール翻訳内容チェック
・パーソナルカラー診断スキルチェック
※受講者の公平性を保つ為、別専攻カリキュラムに含まれる内容の部分受講は認められません。
お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

講師紹介＆メッセージ
MAIC 代表
Akiko “ako” Sarah Takata-Magno, AICI CIC
プロフィールはこちら

【担当講座】
ファッションスタイリスト専攻（プロコース）
パーソナルカラーアナリスト専攻（プロコース）
開業準備講座（ブランディング）
講座レポートはこちら
日本とアメリカの二ヶ国でイメージコンサルティングを学んだ経験から、世界で通
用するプロの知識を、日本市場に融合させ、使えるスキルに落とし込みお伝えし
ております。自由な校風が最大の売り♪感性や個性を磨き、自分らしさを生かし
た起業をサポートさせて頂きます！

Rie YAGI, AICI CIC
プロフィールはこちら

【担当講座】
メンズコンサルティング担当特別講師（ファッションスタイリストプロコース）
講座レポートはこちら

国際イメージコンサルタントとして世界基準のメンズの服装スタイリングを提供して
います。講座では基本を中心に、明日から活かせる知識をわかりやすくお伝えす
るように心がけております！

Aki
プロフィールはこちら

【担当講座】
スキンケア・メイクアップ担当特別講師（パーソナルカラーアナリストプロコース）
講座レポートはこちら

「メイクアップアーティストとして勤務後、イメージコンサルタントに転身。 MAIC の印
象学を基に、「美容×健康×イメージアップコンサルティング」を提供中。2015 ミス
キャンパスのビューティーレッスンを担当。パーソナルカラーを取り入れた、４シー
ズンタイプに似合う基本メイクは必見です！

中薗尚子（なかぞのしょうこ）
プロフィールはこちら

【担当講座】
ファッションスタイリスト専攻講師（基礎コース）
パーソナルカラーアナリスト専攻アシスタント（基礎＋プロコース）
開業準備講座（株式会社設立の手順）
講座レポートはこちら
理論で学ぶＭＡＩＣの講座。私自身はスタイリング理論を、ファッションスタイリング
だけでなく、ウエディングドレス・ジュエリー・ブーケ・メンズにと広く応用していま
す。応用の仕方や、学びを自分のものにしていくコツなども、経験を活かしてお伝
えしていければと思っています。学びの量は多いですが、わかりやすく楽しく学べ
るように工夫していきますので、一緒に頑張りましょう！

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

葉山朝子
プロフィールはこちら

【担当講座】
パーソナルカラーアナリスト専攻講師（基礎コース）
講座レポートはこちら

イメージコンサルタントは、女性にとって一生自分を磨いていけるやりがいのある
お仕事だと思います！パーソナルカラーコースを担当していますが、私自身
MAIC1 期卒業生で、未経験から勉強を始めましたので、基礎から丁寧に分かりや
すくパーソナルカラーの魅力をお伝えしてます。講座では、生徒さんとのコミュニケ
ーションを大切にし個性を磨いていける環境を心掛けながら、現役コンサルタント
として実践的活かせる内容、アドバイスをさせて頂いてます。

島田亜由美
プロフィールはこちら

【担当講座】
パーソナルカラーアナリスト専攻アシスタント（基礎＋プロコース）
講座レポートはこちら

「ドイツ育ち、デザイナー出身のイメージコンサルタントとして、海外テイストのスタ
イリング、メイクをご提案しております。私自身、maic5 期の卒業生で、起業歴は他
講師より浅い分、生徒の皆さまに一番近い存在の講師として技術習得のコツや、
起業初期のお悩みなどをサポートさせていただきます！！」

Saya
プロフィールはこちら

【担当講座】
開業準備講座（プロフィール写真）
講座レポートはこちら

開業準備講座を担当させていただく saya です♪モデルとして培ってきた撮影経験
を活かし、講座ではすぐに使えるプロフィール写真の撮り方をレクチャーさせてい
ただきます！他では聞けない仕事＆プライベート両方で活用できる撮影時のプチ
ポイントなどもたくさんお伝えします♪

小山まき
プロフィールはこちら

【担当講座】
フレグランス担当特別講師（ファッションスタイリストプロコース）
開業準備講座（メンタルコーチング）
講座レポートはこちら

ファッションスには欠かせないフレグランスを、基本から美しい香水の世界観まで
楽しくご紹介致します。開業前は誰でも不安になるもの。開業コースでは、向きに
楽しく開業出来るマインドを伝授致します。

お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

お申し込みの前に必ず以下の内容をご確認頂き、同意の上お申込み下さい。

∞

お振込みのご案内

① 銀行振込： 三井住友銀行 三井物産ビル支店

∞

普通 6511000 エミユ デザイン

② PayPal ペイパル経由クレジットカード利用： クレジットカードお支払専用ページをご利用下さい。
③ 受講ローン： 分割払いが可能なスルガ銀行の提携ローンをご利用頂けます。
＊ご入金をもって、お座席確保とさせて頂きます。
＊期限までにご入金確認ができない場合、キャンセル扱いとさせて頂く場合がございます。
＊ご入金後のキャンセルやご返金は対応致しかねますが、最少催行人数に満たず開催延期となった
場合、専門コース受講料は全額返金もしくは次回講座に振替の対応をさせて頂きます。

お問い合わせ・お申込みフォーム
お申込み締切： 2017 年 2 月 1１日（土）
お問い合わせ先 mu.design.asia.sec@gmail.com

（担当：ＭＡＩＣイメージコンサルタント養成講座事務局）

