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無駄なカリキュラムは一切ナシ。
だからこそ短期・格安のプログラムが実現致しました。

多くの方が通う、人気の美容専門学校は美容師・メイクアップアーティスト・ネイリスト・

エステティシャン・アイリスト…そして美容部員（ビューティアドバイザー）を夢見る方が、
一貫した教育を受けます。

また、着付け・ネイリスト・ジェルネイル・メイクアップアーティスト・色彩などの検定や

資格取得。これらは美容部員にとって必要とは言えません。

「美容部員になる」ということを願う方々が、専門学校の２年間で約300万円（学費200万・

教材費 100 万以上）の授業料・時間を費やすのを、どうにか解決できないかと開校に至

りました。

当アカデミーは「美容部員に必要な知識・技術を最短期間で身に付けられる」のが最大

の特徴です。卒業する頃には、化粧品会社の経験者と同等の即戦力となれるよう、全力

でサポートいたします。

ボーテソムリエール アカデミーは、

美容部員教育に特化した、

即戦力育成スクールです。

“
”



主に百貨店などにあるコスメカウンターで肌の悩みについてカウンセリングしながら、

スキンケアやメイクを提案する、美のプロフェッショナルです。

美容部員・ビューティーアドバイザーの態度や雰囲気などのすべてがブランドの

イメージにつながる｢ブランドの顔｣とも言える、華やかな仕事です。それ故に上品な

立ち居振る舞いや美しい言葉づかい、お客様一人一人への心遣いが求められます。

そして化粧品は人の肌に直接触れ

るとてもデリケートなものです。

これらをよく理解した上でお客様

に適切なアドバイスや提案をし、

商品を販売します。百貨店、化粧

品専門店などで化粧品販売のプロ

として活躍します。

Beauty advisor.
美容部員・ビューティーアドバイザーとは…

常に流行のメイクやスキンケアを追いかける楽しみを味
わうことができます。販売トークに磨きをかけるために、
ワンシーズン早く新商品を試したり、製品ギフトをもらい
ながら学べたりと、コスメ好きな方にはとても刺激的な仕
事です。また、社内研修ではレディとしてジェントルマン
として成長させてくれます。そして何よりもお客様からの感
謝のコメントやお手紙を頂けたときの喜びはひとしおです！
この経験を活かし、トレーナーやスーパーバイザーなどを
目指すこともできる将来性のあるお仕事です。

先輩たちの語る「美容部員のやりがい」

このような方に

ピッタリです

□  「普段からメイクをするのが大好き」

□  「人を喜ばせるのが好き」

□  「女性を笑顔にしたい」

□  「自分自身を磨きたい」

□  「カリスマ美容部員として活躍したい」



挨拶・ビジネスマナー・敬語・百貨店用語（3H）
美容部員のマインド・ホスピタリティと立ち居振る舞い（2H）
顔の立体・色の持つ効果（2H）
メイクアップ製品基礎知識（2H）
メイクアップ方法基礎（2H）
スキンケア・メイクアップペア練習（50mx2tx6t=12H）
お客様へ商品使用のレッスン方法 (1.5H)
皮膚の基礎知識・季節と肌 (4H)
肌悩みと成分の働き　(4H)
ハンドデモンストレーション練習 (1H)
関連販売（2H）

カウンセリング方法 (1H)
メイクアップ関連販売トーク+ロープレ　（3H）
スキンケア・メイクアップロールプレイング通し　（4H）
スキンケアリンクセリング・クロスセリング＋ロープレ　（3H）
販売のステップ（販売個数増加・リピート率向上）（2H）
ロープレ通し　（70mx2x4=9.5H）
面接のポイント (30m)  
本日の習得と次回の抱負　各自発表　（毎回 30m） 
掃除（毎回 30m） 
ヒアリング（月 1 回予定）(ZOOM)
就職先紹介 (ZOOM)

Program
「美」を提供するプロフェッショナルとして
外見、そして内面から大切なことを学びます。

カリキュラム　全 96 時間（H＝時間　M＝分  T= 回）

授 業 の

開催場所

について

12：00 -13：30 メイクアップ基礎知識（顔の立体・色の効果・修正メイク）
技術を成功に導く基本的な理論を学びます

13：30 -15：30 メイクアップ製品基礎知識
メイクアップ製品の種類や目的を学びます

15：30 -16：00 休 憩
16：00 -16：30 メイクアップテクニック理論と実習

各パーツのメイクテクニック法の解説を聞きながら自分の顔に施します
16：30 -17：30 修正メイクアップ実習

先に施したメイクアップからテーマに沿った修正メイクの練習を行います
17：30 -18：00 連絡事項・片づけ・清掃

質問コーナー、現場で重要視される片づけ・清掃は毎回しっかり行ないます

当アカデミーのプログラム例

当校は授業内容・教材に重点を置くため、固定の校舎を持ちません。
カリキュラムに合わせて都度、場所を変更いたします。
都内主要駅（渋谷・品川等）より徒歩 10 分以内の清潔でオシャレな
スタジオで開催。いつも新鮮な気持ちで受講が出来ます。
（詳細は別紙にてご案内いたします。）



hairmake
Nailist
Esthetician...

美容部員に必要な授業の比率

一般
美容学校

美容部員に
不要な授業が
多い…

美容部員に
必要な授業のみで
無駄がない！

15~20% 100% !

Beaute Sommeliere Academy の特色・特徴

・美容部員に特化した「自分を磨く」唯一無二のカリキュラム

専門学校では教えない、物販に必要なスキルをすべて提供。
外からも、内からも美しくホスピタリティ溢れる女性を目指します。

・有名コスメブランドで 25 年間、1万 2千人のプロ美容部員を育てた講師

有名ブランドで世界一の売り上げを作りあげた「中田式セリングメソッド」を付与

・一流教材を贅沢に使用する「即戦力実技」

憧れのコスメブランドを使い、ワンランク上のスキルを目指します。

・就職先保障制度

信頼の厚い当校講師だからこそ実現する、コネクションを通した就職先を必ずご紹介

・ダブルスクールや転職組にも可能な日曜限定のアカデミー（平日版も開校予定）

金額の問題で進学を諦めた方、転職をお考えの方を当校は応援します。
一流の教材を使用するにも関わらず、習い事のような金額帯であなたの夢を実現させます。



Instructor
美容部員の誇り、喜びを
伝え続けるために

外資系化粧品ブランド数社で30年以上勤務。美容部員では世界一の売上を達成・スーパーバイザーでは半年で最下位エリアを
２位にするなどの経験を経て、25 年に渡り一万人を超える美容部員を育成。様々な状況、個々のセンスに合わせた教育プロ
グラムで信頼を集める、販売員育成のプロフェッショナルです。一流企業のマナー研修・トレーニング講師も多数経験。

講師 中田 昌子
美容部員育成・ビジネス・ライフスタイル セミナー講師

Beaute Sommriere Academy ボーテソムリエール アカデミー/ 代表
1966 年東京生まれ　東京在住

・大樹生命保険株式会社　ビジネスマナー・リーダーシップ等講師
・大手美容部員派遣会社での美容研修講師
・大手美顔器メーカー販売促進・企画立案・チームビルディング等コンサルティング

Beaute Sommeliere Academy は
「美容への夢を断念して欲しくない。」
その思いから開校いたしました。

美容の仕事の中でも、最も多種多様のスキルが

必要な美容部員。入社後、そのスキルがすべて

身につくわけではありません。

私が30年以上の経験を通し、何をすれば大勢の

中の埋もれてしまう美容部員ではなく、みんなを

けん引していける存在になるのかを、ちりばめて

伝授したいと思います。自分のメリットの前に

お客様・会社・百貨店のメリットを第一に考え

行動すると、いつの間にか自分自身にも想像も

しなかったメリットがやってきます。空回りして

売上が上がらなかったりコミュニケーションが上手く

行かず、楽しさを知る前に辞めてしまった人も

少なくありません。皆様には輝く人材となって

ブランドをリードする存在になって頂きたく思って

おります!



過去に受講した生徒の声

20 年以上前になりますが、クリスチャンディ
オールでの新人研修トレーニングでご教示頂
きました。大学を卒業し、全く美容経験も社
会経験もない私は化粧品のトレーニングとい
うだけで緊張したり皮膚理論や成分の内容が
難しいイメージがありましたが…中田トレー
ナーのトレーニングは何より楽しい！未経験の
私達に、何よりわかりやすく丁寧にレク
チャー頂き一日中続くハードなトレーニング
内容なのに、 時間が長く感じられなかったの
を覚えています。
おかげ様でブランドの世界観を体現する圧倒

的な美しさに引き込まれながらとても親しみやすい雰囲気の中でトレーニング
が行われるので、 思わず時間を忘れるほど集中出来て、楽しくしっかりと知識
や技術を身につけることができました。中田さんは美しいオーラと、温かい優
しさに満ちた親しみやすさを合わせ持っており、いつもお会いするとハッピー
な気持ちに包まれる。そして、それぞれを温かい目で見守り自信をつけな
がらステップアップに導いてくださるところは他のトレーナーでは経験したこ
とがないぐらい素敵な方です。特に、教え子たちの個々の良さをしっかり見
て得意なところを伸ばしてくださるので、トレーニング終了後は現場でのび
のびと仕事を楽しむことができ、自信がもて、さらに成長したいと思えました。

ボーテソムリエールアカデミーへ 入学される方へメッセージ
女性の生き方まで関わるような美容の世界の扉を開ける最初に出逢う方とし
ては最高のトレーナーできっと素晴らしい経験になるはずです！

元クリスチャン ディオール 
ビューティカウンセラー 

 M.T

中田トレーナーの講習は今まで受け
た他の講習での張り詰めたイメージ
とは違い、講師と生徒全員で前向き
にエネルギッシュに、厳しいながら
も楽しみながら行われるのが印象的
でした。一流ブランドでの美容部員
経験、トレーナーとしての経験を積
まれて来られたので一つ一つの言葉、
動作に説得力があります。
中田トレーナーの生き生きとした美
しさや立ち振る舞いを目の当たりに
すると、美容部員という仕事は自分

も美しくいられ、お客様も美しくしてあげられる素晴らしいも
のなのだと思わせてくれます。

ボーテソムリエールアカデミーへ 入学される方へメッセージ
現場に出る前に高い意識を身に付けられ、他の人と差がつけ
られるはずです。現場に出るのが不安ではなく楽しみになると
思います。
ぜひ多くの方に中田トレーナーのもとで、美容部員という素晴
らしいお仕事を体感してもらえたらと思います。

元クラランス
現 まつげエクステサロン

Any オーナー 

小久保  綾果

挨拶や礼儀作法から
育て上げるのは大変…

すぐに現場に
立てるよう

ビジネスマナーから
しっかり教えます。

企業の声1
モチベーションの
高い人が来てほしい

美容部員の
喜びはもちろん、
前向きに過ごせる
マインドの話も
お伝えします。

企業の声3

商品の質に
知識のある人が欲しい

授業は全て
百貨店ブランドの
コスメを使用。

ブラシまで拘ります。

企業の声2
やはり売上を作る
ポテンシャルのある人

ブランド側でも教えない
中田式セリングメソッドで

販売力のある
美容部員を育てます。

企業の声4

企業が求める人材を知っている講師が
即戦力を育てます。

既に某有名コスメブランド・ラグジュアリーブランド等から、
来春の卒業生の紹介依頼を受けております。
みなさまが、一流ブランドの美容部員として働くチャンスが、すぐそばにあります。



ボーテソムリエール アカデミー

TEL : 080-6550-0357  MAIL : m-nakata@b-s-academy.jp
〒153-0065 東京都目黒区中町1-7-7

URL : https://www.b-s-academy.jp/
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