
建学のご挨拶

学問としてだけの講義でなくコスメティックビジネス経営者としての社会進出をサポートして参ります。

皆様、はじめまして。平素は、ELTC の取り組みに対し、温かい御支援を賜り、心より感謝申し上げます。

ELTC は、カウンセリングコスメティック事業で活躍する女性の社会的地位の向上を目的として

香港に設立された団体です。

2016 年 1 月現在は企業法人として存在し、将来の「協会」としての活動を目指して運営を続けております。

「社会的地位の向上」と申しますと非常に広義の目的となりますが、次のような組立により、その広義の目的を

達成させると考えています。

社会的地位の向上　「ステータスの向上」
広く社会に認知され、 憧れられるビジネスの確立

コスメティックビジネスでの成功がその証明となる

顧客満足に裏付けられた安定し成長し続ける経営

2006 年の設立後、 この達成をすべく、 様々な取り組みを続けてまいりました。 まずは、 経営者向けの会員ライセンスのセミナーです。

プロとして社会から認められるには、 継続 ・ 知識 ・ チャレンジが前提となると思います。 これらの経営哲学を学び、 前提となる知識と技術の提供を、

Cosmetics Master のライセンスセミナーで行っています。 本ライセンスは香港本部の発行するインターナショナルライセンスです。

しかし、 私どもの取り組みは資格ビジネスではありません。 ライセンスを取得する事が目的ではなく、 Cosmetics Master として、

ビジネスに成功し続けていくための前提を学ぶことです。 資格ビジネスの修了を卒業試験と例えるのであれば、

Cosmetics Master のライセンスセミナーの修了は入学試験と例えていただければ、 ご理解いただけると思います。

そして今回皆様にご提案させていただくのが、 スクールプロジェクトである ELT コンセイエプロジェクト

「エコール　スペリュール　ド　コスメティック　ELT」 です。 少人数制で目の行き届く講義、 トリートメントは基本から徹底して学び、 感性も磨いていきたい。

情報化時代が成熟し、 真のプロのみが事業を行えるこの時代に、 新たにビジネスに参入していくことは強い信念と高い向学心が必要となります。

「美と健康」 に必要な皮膚学、 カウンセリング学、 コスメティック学をしっかり学び、 さらに経営者としての幅広い知識、 教養、 そして多くのセミナー、

スクーリングを通じて誰からも愛される人間性を磨いていただきたい、 その心のある皆様のプロとしての第一歩をサポートしていくことを目的とした

カリキュラムにいたしました。

家庭教師や通信教育の利点とスクーリングを融合した新しい形の取り組みです。

ぜひ、 社会への飛躍の一歩として、 ご参加いただくことを心よりお待ち申し上げます。

ELTC本部 代表理事CEO

シャルル・エドワード・バルト



沿革

カリキュラム

2006 年　

2006 年　

2006 年　

2006 年　

2007 年　

2007 年　

2007 年　

2008 年　

2009 年　

2009 年　

2009 年　

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

ELTC 本部 設立 香港法人 BHHK 内に設置

日本法人 株式会社 BHJ が　ELTC JAPAN として契約　活動開始

アジアのヨーロッパブランドのディストリビューターによる ELT シンポジウムを開催

フランスならびに日本のコスメティックスクールの講師による Cosmetics Master ライセンスカリキュラム確立

世界に先駆け、日本にてセミナーの開催を行うライセンス所持者プレミアム Cosmetics Master が誕生

発展途上国のスパビジネスプロジェクト開始　( ベトナム ) 現地スタッフ採用と提携スパの設置

Cosmetics Master ライセンスセミナーを日本全国で開催

Body Quest セミナー開催

イベント学 セミナー開催

タラソテラピープロジェクト開始

ELT ビジネスミーティング販売

ELT コンセイエプロジェクト 「エコール スペリユール ド コスメティック ELT」開始

海外パートナー企業のトリートメント指導の受注

インドネシア バリ島 DOASPA との提携

SLA メイクアップアカデミー開催

●海外セミナー(卒業旅行 )　　■選択科目

ヨーロッパもしくはアジアでのセミナーを実施します。

★補講合宿セミナー　　■選択科目

6 月末まで追加受講者を募集します。 6 月までのカリキュラム

(16 単位 32 時間分 ) を 3 泊 4 日の集中合宿で補講していただき

ます。

★メイクアップセミナー　　■選択科目

メイクアップの理論に基づいた使い方の学習と、 デモンストレーション

及び実習を行います。 12 月予定

★内面美容セミナー　　■選択科目

「水分を摂る」、 「身体を温める」 など日常の基本的な習慣等を

学び、 カウンセリングに役立てます。

●実技合計　36単位 72 時間　■ 必須課目

●サマーセミナー（スクーリング）　7単位 14 時間　■ 必須課目

2016 年 7 月に全国の受講者が一斉に集い、

学科 ・ 実技をスクーリング ( 全体受講 )

●オータムセミナー（スクーリング）　4単位 8 時間　■ 必須課目

エリア別に個々の進度を確認し、 疑問点を解決しながら予習 ・ 復習を行います。

また OJT による実習を行います。

●ウィンターセミナー（スクーリング）　4単位 8 時間　■ 必須課目

エリア別に個々の進度を確認しながら、 最終の講義を行います。

全ての課程を修了した方には 「修了証 （ディプロマ）」 をお渡しします。

セールストリートメント 4 単位

タラソトリートメント 4 単位

スペシャルトリートメント 4 単位

フェイシャルトリートメント 12 単位

ボディトリートメント 12 単位

●学科合計　38単位 76 時間　■ 必須課目

皮　膚　学 人体 ・ 皮膚科学概論 ・ 皮膚健康概論 7 単位

カウンセリング学 カウンセリング概論 ・ 生理学 ・ 栄養学 ・ 和漢健康学 ・ 心理学 12 単位

コスメティック学 コスメティックビジネスの世界市場 ・ 日本での法令等 ・ 各種カテゴリーの概論 12 単位

サロンビジネス学 経営とは ・ 利益とは ・ 顧客満足とは ・ 経営理論 ・ マーケティング理論 6 単位

トリートメント学 肌を触れる注意点 1 単位

理論と実践、 さらには 「社会人」 としての見識等、 バランスよく学べます。



★ 開催時期は個々の進度に応じて変更の可能性があります。

3 月 受付

学科・実技スタート

サマーセミナー

オータムセミナー

ウィンターセミナー
海外セミナー

内面美容セミナー

メイクセミナー

CM セミナー

補講合宿

受付終了
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必須科目エントリー 選択科目

学費

★ 入学登録金はいかなる場合も、返金いたしません。
★ 卒業生はいつでも再受講ができます。また海外セミナーに特別価格で参加することができます。
★ 6 ヶ月コースのカリキュラムもご用意しております。

70,000 円 / 一時金　　1 年間のカリキュラム補助費として

33,000 円 / 毎月　　10 日までにご納付いただきます。年間合計 396,000 円

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 7 月の講義料に含みます。

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 11 月の講義料に含みます。

交通費・食費を実費で負担いただきます。参加費は 3 月の講義料に含みます。

セールスコンクールなどのインセンティヴもございます。

入学登録金

講義料

サマーセミナー

オータムセミナー

ウィンターセミナー

海外セミナー

Q&A

全く知識も経験もありませんが大丈夫？

一から学びたい皆様のためのカリキュラムになっていますのでご安心ください。

美容知識を学ぶ初級クラスといえます。

講師はどのような方ですか？

ELT のコスメティックスマスターのライセンス取得者です。

経験豊富な現役のサロン経営者なので、実践的な情報を得ることもできます。

卒業したらどのような資格が取れますか？

本スクールはライセンスを取得することが目的では無く、知識と技術を身につけていただくものですので、

終了時にはディプロマ（修了証）を発行いたします。

その後も継続して ELT 主催のイベント・セミナーにご参加いただけます。

実技だけでも受講できますか？

学科を踏まえての実技になりますので、合わせてのカリキュラムを受講していただくことになります。

社会人ですが授業について行けますか？

授業は少人数制で、曜日・時間は講師にすべて委ねておりますので

仕事をされている方でもまったく心配はいりません。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A


