
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

お問合せ 講習会場 コース詳細 お申込み

時 間： 

9：30～16：30（通学日●印） 

 

 

 

 

 

カリキュラム（全 10回） 

・クレンジング・拭き取り（スポンジ・ホットタオル） 

・マスク   ・保湿 

・ハンドマッサージ（顔・首・デコルテ） 

・フェイシャル機器（ブラシ・スチーマー・吸引・電気洗浄・ 

イオン導入・パター・ペルチェ） 

・フェイシャルトリートメントについての基礎知識  

 

 

タカラ・インターナショナル 

エステティック カレッジ 東京校 

 

  

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ P.5対応ｺｰｽ 

2023年 4月～5月 日程表 ●印の日は通学日  

 

1 (土) 1 (月)

2 (日) 2 (火)

3 (月) 3 (水)

4 (火) 4 (木)

5 (水) 5 (金)

6 (木) 6 (土)

7 (金) 7 (日)

8 (土) 8 (月)

9 (日) 9 (火) ●

10 (月) 10 (水) ●

11 (火) 11 (木)

12 (水) ● 12 (金)

13 (木) ● 13 (土)

14 (金) 14 (日)

15 (土) 15 (月) ●

16 (日) 16 (火)

17 (月) 17 (水) ●

18 (火) ● 18 (木)

19 (水) ● 19 (金)

20 (木) 20 (土)

21 (金) 21 (日)

22 (土) 22 (月)

23 (日) 23 (火)

24 (月) 24 (水)

25 (火) 25 (木)

26 (水) ● 26 (金)

27 (木) ● 27 (土)

28 (金) 28 (日)

29 (土) 29 (月)

30 (日) 30 (火)

31 (水)

4月 5月

概 要： 

フェイシャルエステティックの仕事に必要な

テクニックと知識を学びます 
 

受 講 料：155,430 円（税込） 

 

 

※講習日程は変更する可能性がございます。

予めご了承下さい。 2023/3 現在 

AJESTHE 認定 フェイシャルエステティシャン試験 

時期：2023 年 6 月予定 受験料：6,300 円（税込） 

内容：筆記試験（オンライン受験）  

・ＣＢＴ方式：提携テストセンターでコンピュータ受験 または 

・ＩＢＴ方式：自宅等のパソコンを利用して受験 どちらかを選択下さい   

持 ち 物： 

マスク、フェイスシールド（フェイシャル実習

時にはフェイスシールドの着用を推奨）、フェイ

スタオル 6 枚、上掛け用タオルケット、バスロ

ーブまたはバスタオル、実習着(白衣または技術が

出来る服装)、実習靴(ナースシューズまたは音の

でないシューズ)、筆記用具、テキスト 

 

 

 

AJESTHE 認定 

フェイシャルエステティシャンコース 

受講申込み期間 

４月 5 日 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

お問合せ 講習会場 コース詳細 お申込み

時 間： 

9：30～16：30（通学日●印） 

 

 

 

 

 

カリキュラム（全 10回） 

・クレンジング・拭き取り（スポンジ・ホットタオル） 

・マスク   ・保湿 

・ハンドマッサージ（顔・首・デコルテ） 

・フェイシャルトリートメントについての基礎知識  

・皮膚衛生  ・解剖生理学 1 

・フェイシャル実践  ・フェイシャルトレーニング 

・化粧品学 

 

タカラ・インターナショナル 

エステティック カレッジ 東京校 

 

  

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ P.5対応ｺｰｽ 

2023年 6月～９月 日程表 ●印の日は通学日  

 

1 (木) 1 (土) 1 (火) 1 (金)

2 (金) 2 (日) 2 (水) 2 (土)

3 (土) 3 (月) ● 3 (木) 3 (日)

4 (日) 4 (火) 4 (金) 4 (月)

5 (月) 5 (水) 5 (土) 5 (火)

6 (火) 6 (木) 6 (日) 6 (水)

7 (水) 7 (金) 7 (月) 7 (木)

8 (木) 8 (土) 8 (火) 8 (金)

9 (金) 9 (日) 9 (水) ● 9 (土)

10 (土) 10 (月) ● 10 (木) 10 (日)

11 (日) 11 (火) 11 (金) 11 (月) ●

12 (月) ● 12 (水) ● 12 (土) 12 (火)

13 (火) 13 (木) 13 (日) 13 (水)

14 (水) 14 (金) 14 (月) 14 (木)

15 (木) 15 (土) 15 (火) 15 (金)

16 (金) 16 (日) 16 (水) 16 (土)

17 (土) 17 (月) 17 (木) 17 (日)

18 (日) 18 (火) 18 (金) 18 (月)

19 (月) 19 (水) 19 (土) 19 (火)

20 (火) 20 (木) 20 (日) 20 (水)

21 (水) 21 (金) 21 (月) 21 (木)

22 (木) ● 22 (土) 22 (火) ● 22 (金)

23 (金) 23 (日) 23 (水) 23 (土)

24 (土) 24 (月) 24 (木) 24 (日)

25 (日) 25 (火) 25 (金) 25 (月)

26 (月) ● 26 (水) 26 (土) 26 (火)

27 (火) 27 (木) 27 (日) 27 (水)

28 (水) 28 (金) 28 (月) 28 (木)

29 (木) 29 (土) 29 (火) 29 (金)

30 (金) ● 30 (日) 30 (水) 30 (土)

31 (月) 31 (木)

6月 7月 8月 9月

概 要： 

フェイシャルエステティックの仕事に必要な

テクニックと知識を学びます 
 

受 講 料：155,430 円（税込） 

 

 

※講習日程は変更する可能性がございます。

予めご了承下さい。 2023/4 現在 

AJESTHE 認定 フェイシャルエステティシャン試験 

時期：2023 年 10 月予定 受験料：6,300 円（税込） 

内容：筆記試験（オンライン受験）  

・ＣＢＴ方式：提携テストセンターでコンピュータ受験 または 

・ＩＢＴ方式：自宅等のパソコンを利用して受験 どちらかを選択下さい   

持 ち 物： 

マスク、フェイスタオル 6 枚、上掛け用タオル

ケット、バスローブまたはバスタオル、実習着(白

衣または技術が出来る服装)、実習靴(ナースシュ

ーズまたは音のでないシューズ)、筆記用具、テキ

スト、フェイスシールド（フェイシャル実習時

にはフェイスシールドの着用を推奨） 

 

 

 

AJESTHE 認定 

フェイシャルエステティシャンコース 

受講申込み期間 

6 月 5 日 
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