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COURSE FLOW
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受講の流れ

プロ養成コース受講の方は、受講必須条件となります。プロ養成コース開始前ま
でに受講してしていればＯＫですが、手法の理解に繋がりますので、早い段階で
の受講を推奨致します。養成講座募集時以外の単発受講も可能です。



PERSONAL BRANDING
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パーソナルブランディング（個人コンサルティング）2日間

【コースの目的】

１．広告塔となる自分自身のイメージを磨く

２．クライアントの期待や気持ちを理解する

３．アウトプットされた形を事前に見ることで養成講座での学習効率を高める

1回目カリキュラム（4時間） 2回目カリキュラム（5時間）

・理想の印象のゴール設定
・現実と理想のイメージ比較心理テスト実施
・体形測定
・色の見分け方レクチャー
・パーソナルカラー診断
・似合う色選びトレーニング
・ヘアカラーアドバイス
・顔立ちを生かすメイクアドバイス

・体形診断結果解説
・個性を「可視化」するファッション提案
・配色レッスン
・ショッピング

VIP
MAIC代表 Ako Magno指名

指名なし
MAIC認定イメージコンサルタント

198,000（税込217,800） 98,000円（税込107,800）

受講料

※お申込み時にご希望の曜日や時間帯をお知らせ下さい。リサーチ分析の為、2回の間は1週間以上空けて設定致します。



PERSONAL COLOR ANALYST
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パーソナルカラーアナリスト専攻 全５５時間

※開業準備講座8時間が含まれます。

初級（オンライン講座）全１５時間
3時間×5回

プロ養成（対面講座）全４０時間
4.5時間×６回 5時間×1回

8時間×1回（開業準備講座）

修了時の到達レベル
友人や家族など身近な人に対して、色彩心理や
配色を使ったアドバイスができる。

修了時の到達レベル
プロとして有料レベルでパーソナルカラー診断
ができる。起業のスタートラインに立てる。

【授与される資格】

MAIC イメージブランディング・インターナショナル認定 国際イメージコンサルタント

MAIC イメージブランディング・インターナショナル認定 パーソナルカラーアナリスト

【教材・その他】

１．パーソナルカラー検定®公式テキスト「新はじめてのパーソナルカラー」をご準備下さい。

２．初級（オンライン講座）は、録画映像ではなくZoomを使用したライブ講座となります。

Zoom利用経験のない方は、事前にインターネット環境をご確認下さい。

３．授業中はスクール所有のドレープを使用しますので購入不要ですが、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 82,700円（税込90,970円） 原価

提供となりますので、開業後にご自身で手配も可能です。

４．オーストラリアImage Innovators開発のバーチャルカラー診断を講座内でご紹介します。卒業

後も継続してツールを使用する方向けに、Image Innovators社との契約方法もご案内しています。

https://amzn.to/3rmDOSC


パーソナルカラーアナリスト専攻カリキュラム
初級（オンライン講座）全１５時間

DAY１（3時間）※ファッションスタイリスト専攻と共通開催
・オリエンテーション
・イメージコンサルティングの歴史
・海外と日本のコンサルタントの違い
・本場米国のイメージコンサルティングビジネス
・業界の動向と将来性
・第一印象を決める３大要素
・広告塔となる自分自身のセルフブランディングの重要性
・関連資格と実用性について

DAY２（3時間）
・MAIC手法の概要と差別化
・パーソナルカラーとは
・４分類パーソナルカラー診断方法
・１６分類パーソナルカラー診断方法
・フォーシーズンの特徴と色のトーン
・アンダートーン（イエローベースとブルーベース）
・色彩理論（色相・明度・清濁・彩度）
・理論的な診断方法
・パーソナルカラー別ベーシックカラーの見分け方

DAY３（3時間）
・パーソナルカラー別アクセサリー分類
・パーソナルカラー別メイク＆ヘアカラー
・ベーシックメイク理論
・フェイス分析とゴールデンプロポーション
・メイクでコンプレックスをカバーするテクニック
・クライアントの理想の印象を叶える眉メイク
・パーソナルメイクをデザインするコツ

DAY４（3時間）
・色彩心理
・色相とトーンを使った色彩戦略
・カラーコーディネートの基本
・配色を使って４シーズンの印象を自由自在にコントロールする方法
・クライアントの理想の印象を叶える配色
・パーソナルカラー検定対応診断現象を暗記するコツ

DAY5（３時間）
・パーソナルカラー診断の手順と必要な道具
・MAICオリジナル診断シートの使い方
・カラー診断でコンプレックスをカバーするテクニック
・色を使ったセミナー開催のポイント
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パーソナルカラーアナリスト専攻カリキュラム
プロ養成（対面講座）全４０時間

DAY1（4.5時間）
・ドレープの使い方とテクニック
・診断実習

DAY2（4.5時間）
・診断実習

DAY3（4.5時間）
・メンズ・パーソナルカラー
・男性診断の流れとポイント
・メンズ診断実習

DAY4（4.5時間）
・メイクタッチアップ講座

DAY5（4.5時間）
・診断実習

DAY6（4.5時間）
・実技試験

DAY7（５時間）
・実技試験
・ZOOMを使ったバーチャルパーソナルカラー診断

DAY8（８時間）※開業準備講座
プロフィール写真撮影
開業手続き
ビジネスプラン＆ブランディングアドバイス
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FASHION STYLIST
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ファッションスタイリスト専攻 全５５時間

※開業準備講座8時間が含まれます。

初級（オンライン講座）全１５時間
3時間×5回

プロ養成（対面講座）全４０時間
4.5時間×６回 5時間×1回

8時間×1回（開業準備講座）

修了時の到達レベル
友人や家族など身近な人に対して、体型カバー
やファッションに関するアドバイスができる。

修了時の到達レベル
プロとして有料レベルで体形＆ファッション診
断ができる。起業のスタートラインに立てる。

【授与される資格】

MAIC イメージブランディング・インターナショナル認定 国際イメージコンサルタント

MAIC イメージブランディング・インターナショナル認定 ファッションスタイリスト

【教材・その他】

１．初級（オンライン講座）は、録画映像ではなくZoomを使用したライブ講座となります。

Zoom利用経験のない方は、事前にインターネット環境をご確認下さい。

２．MAICではオーストラリアImage Innovators社開発の体型分析ツールを使用します。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。英語版のみとな

り、講座内でも英文翻訳する機会がございますが、会話力は不要です。卒業後も継続してツール

を使用する方に向け、講座内ではImage Innovators社との契約方法もご案内しています。



ファッションスタイリスト専攻カリキュラム
初級（オンライン講座）全１５時間

DAY１（3時間）※パーソナルカラーアナリスト専攻と共通開催
・オリエンテーション
・イメージコンサルティングの歴史
・海外と日本のコンサルタントの違い
・本場米国のイメージコンサルティングビジネス
・業界の動向と将来性
・第一印象を決める３大要素
・広告塔となる自分自身のセルフブランディングの重要性
・関連資格と実用性について

DAY２（3時間）
・MAIC手法の概要と差別化
・イメージを構成する要素と影響の比率
・ドレスコード
・体形カバーに効果的な４大要素（色・シルエット・柄・素材）
・体形別の着こなしルール
・気質表現７分類
・14タイプファッション（講義）
クリエイティブ / エスニック / スポーティ / ナチュラル

DAY３（3時間）
・14タイプファッション（アウトプットフィードバック）
・14タイプファッション（講義）
キュート / フェミニン / レディライク / クラッシー / アリューリング / ゴージャス

・フェイスライン分析と測定方法

DAY４（3時間）
・14タイプファッション（アウトプットフィードバック）
・14タイプファッション（講義）
ブリティッシュ / フレンチ / ドラマチック/ストロング

・顔型カバーを叶えるヘアスタイルとアクセサリー

DAY5（３時間）
・14タイプファッション（アウトプットフィードバック）
・パーソナルショッピングのポイント（下見、セレクト方法、当日の流れ）
・オンラインショッピングのコツ
・スタイリング要素のおさらい
・ワードローブ診断
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ファッションスタイリスト専攻カリキュラム
プロ養成（対面講座）全４０時間

DAY1（4.5時間）
・14タイプのスタイリング総合活用方法と応用事例
・イメージコンサルティングの流れ
・クライアントの印象分析とゴール設定のステップ
・クライアントの理想の印象を叶えるファッションスタイリング

DAY2（4.5時間）
・個性を引き出す効果的なカウンセリング
・カウンセリング実践（外部モニター）
・外見的特徴から導く似合うスタイリング要素（シルエット、コントラスト、質感）
・似合うと理想を同時に叶える提案 ※インプット

DAY3（4.5時間）
・似合うと理想を同時に叶える提案 ※アウトプット
・ボディプロポーションバランス分析（体型28分類）
・Image Innovators体形分析ツール解読方法

DAY4（4.5時間）
・Image Innovators体形測定実践
・Image Innovators体形分析ツール契約方法
・Image Innovators体形分析ツールデータ入力方法
・カルテご提案資料作成方法

DAY5（4.5時間）
・メンズビジネスファッション
・グローバルスタンダードなスーツの着こなし
・フィッティングやオーダーの際のチェックポイント
・革小物の合わせ方

DAY6（4.5時間）
・フレグランスの基礎
・14タイプファッション応用体験（香りを使った印象演出）
・ZOOMを使ったバーチャル体形分析とファッション提案のポイント

DAY7（５時間）
実技試験（プレゼンテーション）
※プレゼンテーション相手は一般の外部のお客様、ロールプレイではなく本番同様です

DAY8（８時間）※開業準備講座
プロフィール写真撮影
開業手続き
ビジネスプラン＆ブランディングアドバイス
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ENTREPRENEUR
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開業準備講座 ８時間

※プロ養成コース最終日に含まれています

カリキュラム

１．プロフィール写真撮影

２．メンタルコーチに学ぶ「起業に向けてのマインドセット」

３．法人設立経験者に学ぶ「株式会社設立の流れ」

４．開業手続き

５．SNSの使い方と注意点

６．個性を生かした「ビジネスプラン」と「ブランディング」
・起業の目的
・ターゲット設定
・ニッチ戦略
・宣伝に使えるキャッチフレーズ
・プロフィール作成
・理想の価格設定
・目標収入の出し方
・事業コンセプト
・屋号設定
・現役コンサルタントによる経験談とアドバイス
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23期生開催スケジュール（2023年）

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

初級コース 180,000（税込198,000） 180,000（税込198,000）

プロ養成コース 290,000（税込310,000） 290,000（税込310,000）

通常合計 470,000（税込517,000） 470,000（税込517,000）

１専攻
一括申込み
割引適用

450,000（税込495,000）

通常合計より22,000円割引
450,000（税込495,000）

通常合計より22,000円割引

２専攻
一括申込み
割引適用

880,000（税込968,000）

通常合計より66,000円割引

受講料

※初級1回目：オリエンテーション、プロ養成８回目：開業準備講座は合同開催となります。

ファッションスタイリスト専攻
全５５時間

パーソナルカラーアナリスト専攻
全５５時間

初級
オンライン講座

１５時間

① 9 月 2 日 （土） 13:00-16:00 二専攻同時開催 オリエンテーション

② 9 月 9 日 （土） 13:00-16:00 9 月 10 日 （日） 13:00-16:00

③ 9 月 16 日 （土） 13:00-16:00 9 月 17 日 （日） 13:00-16:00

④ 9 月 23 日 （土） 13:00-16:00 9 月 24 日 （日） 13:00-16:00

⑤ 9 月 30 日 （土） 13:00-16:00 10 月 1 日 （日） 13:00-16:00

プロ養成
対面講座
４０時間

① 10 月 14 日 （土） 13:00-17:30 10 月 15 日 （日） 13:00-17:30

② 10 月 21 日 （土） 13:00-17:30 10 月 22 日 （日） 13:00-17:30

③ 10 月 28 日 （土） 13:00-17:30 10 月 29 日 （日） 13:00-17:30

④ 11 月 4 日 （土） 13:00-17:30 11 月 5 日 （日） 13:00-17:30

⑤ 11 月 11 日 （土） 13:00-17:30 11 月 12 日 （日） 13:00-17:30

⑥ 11 月 18 日 （土） 13:00-17:30 11 月 19 日 （日） 13:00-17:30

⑦ 11 月 25 日 （土） 13:00-18:00 11 月 26 日 （日） 13:00-18:00

⑧ 12 月 2 日 （土） 10:00-18:00 二専攻同時開催 開業準備講座



BRUSH-UP
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マンツーマン対応受講料

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

初級コース 300,000（税込330,000） 300,000（税込330,000）

プロ養成コース 420,000（税込462,000） 420,000（税込462,000）

通常合計 720,000（税込792,000） 720,000（税込792,000）

１専攻
一括申込み
割引適用

690,000（税込759,000）

通常合計より33,000円割引
690,000（税込759,000）

通常合計より33,000円割引

２専攻
一括申込み
割引適用

1,290,000（税込1,419,000）

通常合計より165,000円割引

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。

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。
卒業後も引き続きご自身のレベルに合わせたブラッシュアップが可能です。

受講料（１時間あたり） ZOOM 3,000（税込3,300） 対面 10,000（税込11,000）

【ご相談事例】

HP、名刺デザインに関して相談したい
メニュー改定に関してフィードバックしてほしい
セミナー用コンテンツを一緒に組み立てて欲しい
メディア対応取材で何を話すか考えて欲しい
個人コンサルティングに関してセカンドオピニオンが欲しい
スキルチェックをして欲しい

※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。



ETIQUETTE INSTRUCTOR
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国際マナー・コミュニケーションインストラクター 全７時間

飲食を含む講座の為、現在マンツーマン対応のみお申込みを受け付けております。

【授与される資格】

MAIC イメージブランディング・インターナショナル認定

国際マナー・コミュニケーションインストラクター

1日目カリキュラム 2日目カリキュラム

ビジネスマナー、コミュニケーション（座学編） ビジネスマナー・コミュニケーション（実践編）
ダイニングエチケット編

日時
個別対応3時間
※日程調整の上、開催

日時
個別対応4時間
※日程調整の上、開催

場所 ZOOMオンラインで開催致します 場所
インターコンチネンタルホテル東京ベイ
※汐留教室集合解散を予定

準備

①テキスト
講座3日前を目安に送付致します。
②カメラ、マイク、スピーカーが使える状態で
ご参加下さいませ。

準備

①持ち物
名刺入れと名刺をお持ち下さいませ。
②服装
ホテルが会場となりますので、極端にカジュア
ルな装いは避けて頂きますようお願い致します。

オンライン＋対面
2日間コース

対面
1日完結コース

対面
2日間コース

128,000（税込140,800） 128,000（税込140,800） 148,000（税込162,800）

受講料

https://www.interconti-tokyo.com/access/


TRAINERS
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講師・スタッフ

国際イメージコンサルタント・印象学者Ako Magno
MAIC イメージブランディング・インターナショナル代表
一般社団法人アジアパシフィック・イメージコンサルタント協会代表理事

大学卒業後、様々な接客業に従事。総合商社三井物産にて受付スタッフ教
育業務に就き、世界中からお越しになるお客様と接する中で国際マナーに
興味を持ち、日本マナー・プロトコール協会講師養成講座を修了。2008年
米国フロリダ州にてAICI（国際イメージコンサルタント協会）認定FLC資格
を取得し、東京・目黒にエミュ・デザイン（MAIC）を設立。個性コンサ
ルティング予約は、平均2-3ヶ月待ち。一人ひとりの個性を生かすイメー
ジコンサルタントとして、国内外で活動中。多くの芸能人や著名人からも
人気を得ている。

【担当講座】
パーソナルカラーアナリスト専攻（初級・プロ養成）
ファッションスタイリスト専攻（初級・プロ養成）
国際マナー・コミュニケーションインストラクター専攻
パーソナルブランディング（個人コンサルティング）
開業準備講座

@ako.magno     @maic.image.branding

【資格】

米国AICI国際イメージコンサルタント協会認定 CIC国際イメージコンサルタント

（サンフランシスコ・ベイエリアチャプター会員）

米国IRC (Image Resource Center) New York 認定イメージコンサルタント

米国Gillian Armour Fashion Image Institute認定ファッションスタイリスト

米国Fashion Feng Shui®認定ファッション風水ファシリテーター

米国FSI(Fashion Stylist Institute)認定ワードローブスタイリスト

米国FSI(Fashion Stylist Institute)認定ジュエリー＆アクセサリー コンサルタント

米国FSI(Fashion Stylist Institute)認定メイクアップコンサルタント

米国FSI(Fashion Stylist Institute)認定ブライダルスタイリスト

米国FSI(Fashion Stylist Institute)認定メンズイメージコンサルタント

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター MBA Essentialsコース修了

テイストスケール法® 感性インストラクター

全国服飾教育者連合会AFT認定 １級色彩コーディネーター

スタジオHOW認定パーソナルカラリスト

日本パーソナルカラー協会認定パーソナルカラーアドバイザー

日本マナー・プロトコール協会講師養成講座修了

AEAJアロマテラピー検定1級

香楽塾認定調香師

福田英嗣氏主催フライング・スター風水講座 マスターコース修了

美印象プロデュース by*S認定パフォーマンススペシャリスト

https://mu-design.net/
https://www.instagram.com/ako.magno/
https://www.instagram.com/maic.image.branding/
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夕永貴教
t.y.photo フォトグラファー

【担当講座】
開業準備講座（プロフィール写真撮影）

@yuunaga.photo_

国際イメージコンサルタント中薗尚子
一般社団法人アジアパシフィック・イメージコンサルタント協会
日本支部副会長
株式会社バルクレール代表取締役

【担当講座】
パーソナルカラーアナリスト専攻（初級・プロ養成）
ファッションスタイリスト専攻（初級・プロ養成）
パーソナルブランディング（個人コンサルティング）
開業準備講座

@barclair_styleuplab

https://yuunagatakayuki0308.wixsite.com/yuunaga
https://www.instagram.com/yuunaga.photo/
https://www.instagram.com/yuunaga.photo/
https://barclair.com/
https://www.instagram.com/barclair_styleuplab/
https://www.instagram.com/barclair_styleuplab/


ACCESS

17

MAIC汐留教室

『汐留』駅からのアクセス
ゆりかもめ『汐留』駅３分
大江戸線『汐留』駅10番出口２分

『新橋』駅からのアクセス
浅草線『新橋』駅A1出口徒歩６分
ＪＲ『新橋駅』汐留口８分
銀座線『新橋』駅6番出口徒歩１０分

『浜松町』駅からのアクセス
ＪＲ線『浜松町』駅北口徒歩６分
東京モノレール『浜松町』駅徒歩８分

FAQ

所在地

よくあるご質問

Q. 未経験者なのですが、3ヶ月間で起業することは可能でしょうか。
A. 可能です。MAICの講座は未経験者がゼロから学ぶことを前提に、段階的なカリキュラムを組んでい

ます。受講生の半数は未経験者ですが、問題なく起業のスタートラインに辿り着いています。

Q.   他校の資格を持っています。プロ養成コースのみ受講することは可能でしょうか。
A. 部分受講は認められておりません。初級の内容も一般的なスクールのプロコースの内容を超えたオ

リジナル手法となっており、どのようなご経歴の方も例外なく初級からステップアップ式で学んで
頂く必要がありますので、予めご了承下さいますようお願い致します。

Q.   授業を休んだ場合の補講制度はありますか。
A. 補講制度はありません。プロ育成のためのコースとなりますので、全日参加を想定した講座となっ

ております。ただし、万が一お休みの場合、次回以降の受講に影響が出ないよう録画映像を共有す
るなどのフォロー（無料）をしております。フォローの場合は一部実習などは受けられないものも
ありますが、実習を含む完全補講をご希望の場合には、マンツーマンレッスン（有料）にて対応す
ることも可能です。お申込み時点でスケジュールが合わない場合には、遠慮なくご相談下さいませ。

Q.   パーソナルカラーとファッション、どちらから学び始めたら良いでしょうか？
A. いずれも独立した講座となっており、専攻ごとに講座は完結しますので、どちらから受講されても

構いません。但し、ファッション提案には必ず色の提案が関わってくる為、未経験の方の場合には
パーソナルカラーアナリスト専攻からの受講の方がオススメです。

Q.   パーソナルカラーとファッション、二専攻同時受講は可能でしょうか。
A. 可能です。それぞれ土日に開催され、半数以上の方が同時受講を選ばれています。

Q.   分割払いは可能でしょうか。
A. クレジットカード決済の場合は可能です。お申込み時は一括決済となりますが、支払いを分割払い

にして頂いても問題ありません。詳しくはクレジットカード会社様にご相談下さいませ。
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PROCEDURE

お申込みの流れ

メールにてお申込み後、3日以内にご入金をお願いしており、ご入金をもってお座席
確保とさせて頂きます。ご入金後のキャンセルやご返金は対応致しかねますので、予
めご了承下さいますようお願い致します。但しスクール都合で開催延期となった場合、
未受講分につきましては全額返金、もしくは次回講座に振替対応とさせて頂きます。

お振込み先
三井住友銀行 三井物産ビル支店 普通 6511000 エミユ デザイン

※クレジットカード決済をご希望の方は、お申しつけ下さいませ。

230303

https://mu-design.net/school/
https://mu-design.net/contact/
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