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                イメージコンサルティング アカデミー プロ養成講座 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 好きを仕事にしたい。  

 魅⼒力力的な⼈人を増やしたい。 

 ⼼心からそう願うあなたに。 
 

 

 

 

 

 

  まずは、ご⾃自⾝身のイメージアップも含めた必要な知識を学び 

  実際にコンサルタントとして活動するための実践・実習を⾏行行い 

  独⽴立立開業、企業内講師、セミナー講師、週末起業など 

  それぞれのライフステージや 

  これまでのキャリアに合わせたステップアップが可能です。  

  受講⽣生の皆さんには、80時間という時間を通して、できる限りプロへの近道をお伝えし 

  実⼒力力のあるイメージコンサルタントになっていただきたいと⼼心から願っています。  

  イメージコンサルタントは、好きなことに関わりながら、感謝していただける素晴らしい仕事です。  

  本気でイメージコンサルタントになりたいという⽅方をお待ちしています。 

 

 



 アカデミーの4つの特⻑⾧長 
 

 01. 経験豊富なイメージコンサルタントによる指導 

 当アカデミーでは、国際イメージコンサルタントの⼯工藤亮⼦子が直接指導します。現在もクライアントを多数抱えているだけ 

 でなく、⼤大学で教育学を学んでおり、その教授法にも定評があります。全くの初学者向けのイメージコンサルティングの基礎から   

 プロとして独⽴立立する⽅方へのプロフェッショナルなスキルまで、実践的な⼿手法を学ぶことができます. 

 

 02. 「美しく着飾る」を超えるコンサルティングカ 

 最初に⾊色彩やファッションの基礎講座等の外⾒見見を磨く基礎知識を⾝身に付けていただきます。服装に関しては、ある程度の知識  

 と経済的な余裕があれば、整えられるようになりますが当アカデミーでは、ただ外⾒見見を美しくすることだけに留まらず、個々の  

 なりたいイメージゴールを設定し、そのイメージに到達できるように指導していきます。またアドバンスのクラスでは、コンサ  

 ルティングを⾏行行う⽴立立場になり、クライアントのイメージゴールの設定やゴールに導くコンサルティングの⼿手法を学んでいきます。 

 

 03. 明⽇日から使える実践カ  

 教科書に出てくるような理論のみを教えるのではなく、習得した知識をどのように具体的にクライアントや受講者に対して  

 アドバイスと提案を⾏行行うかということに⼤大きく時間を割きます。アドバンスコースでは、積極的に現場に参加してもらい、 

 肌で感じ、スキルを⾝身につけていきながら、実習を通じて明⽇日から使える実践⼒力力を養っていただきます。 

 

 04. 効率的に学べる少⼈人数制 

 スクールの多くは講師⼀一⼈人に対して、受講⽣生が⼤大⼈人数というケースが多く、受講⽣生にとってあまり効率的ではないといえます。 

 イメージコンサルタントを⽬目指す受講⽣生のバックグラウンドは多岐に渡り、イメージコンサルタントになるという⽬目標は同じ 

 でも個々の受講⽣生の習熟度に差があります。当アカデミーでは、基本的にマンツーマンもしくは少⼈人数による個別指導を 

  取り⼊入れ、より効率的にイメージコンサルタントになれるようにサポートしています。 



ベーシックコース概要 

コース名 受講内容 受講時間 料⾦金金（税込） ⽇日程 

イメージ＆カラー

基本 

・パーソナルカラー分析 基礎 

・ライン（体型・顔型）分析 基礎 

・パーソナルスタイル分析 

9 時間 37,800 円  

イメージ＆カラー

応⽤用 

・⾊色の基礎知識 

・ファッションの基礎知識 

・グルーミング・メイクの基礎知識 

・イメージアップの⼿手順とポイント 

9 時間 49,350 円  

メンズ 
・スーツの着こなし 

・クラシックスーツの基礎知識 
3 時間 25,200 円  

ワードローブ 
・クローゼットの整理術とパーソナルショッピング 

・ファッション商品の基礎知識 
3 時間 25,200 円  

メイクアップ 

（外部講師招聘） 

・メイクアップの役割 

・フェイスプロポーションの法則 

・メイクアップと⾊色彩 

・道具・アイテムの選択法 

・肌質診断 

・メイクアップの⼿手順 

・メイクアップ実技 

6 時間 42,000 円  

⼀一括履修 全てのコース 30 時間 
  179,550 円 

→168,000 円 
 

    ○メイクアップレッスンを除いた全てのレッスンは認定講師である ㈱プロフェッショナルイメージ社の 

   テキスト・教材を使⽤用します。また、授業の振替は可能です。 

   以前にカラーを学ばれた⽅方はカラースキップコースもございます。個別にお問合せ下さい。 

    ●全⾏行行程⽬目標：基礎知識を⾝身につけ、⾃自分のイメージつくりを⾏行行うことができるレベル 

    ●教室：東京都千代⽥田区神⽥田錦町 1‐23 プロイメージ内（履修者数により、変更する場合があります） 

 



アドバンスコース概要 

コース名 受講内容 受講時間 料⾦金金（税込） ⽇日程 

イメージ＆カラー 

・イメージの作り⽅方 

・⾊色彩⼼心理 

・ライン（体型・顔型）分析 応⽤用 

・カウンセリング実習 

・テストドレープ製作実習 

・ドレーピング実習 

・コンサルティング実習 

※5名分のレポート提出課題 

15 時間 105,000 円  

メンズ 

・コーディネートの組み⽴立立て 

・情報とスケジュールの確認 

・同⾏行行サービスのポイント 

・事前課題コーディネート 

・ショッピング情報シート 

・ショッピング／ワードローブ実習 

・提携テーラー勉強会 

11 時間 77,000 円  

ワードローブ 

・コーディネートの組み⽴立立て 

・情報とスケジュールの確認 

・同⾏行行サービスのポイント 

・事前課題コーディネート 

・ショッピング情報シート 

・ショッピング／ワードローブ実習 

  8 時間 56,000 円  

メイクアップ 

（外部講師招聘） 

・顔型、パーツバランス、印象によるメイク 

・メイクオフ 

・タッチアップ 

・メイク道具の選び⽅方 

・メイク⽤用品の選び⽅方 

・フルメイク 

※5名分のレポート提出課題 

10 時間   70,000 円  

ビジネス 

コミュニケーション 

・セルフプロデュース⼒力力養成 

・開業準備 
6 時間 42,000 円  

⼀一括履修 全てのコース 50 時間 
  350,000 円 

→332,000 円 
 

  ○コース修了まで、名刺、ブログ、HP、プロフィール写真、サービス内容などのご相談を受け付けます。 

  ○⼯工藤亮⼦子のコンサルティング、ショッピング同⾏行行、セミナーなどのアシスタント（無償・有償あり）をお願いすることがあります。 

  ●全⾏行行程⽬目標：クライアントへのサービスを提供できるレベル 

  ●教室： 東京都千代⽥田区平河町 Dear Image サロン （履修者数により、変更する場合があります） 

  ●各クラスは、基本的にマンツーマンで⾏行行いますが、実習は少⼈人数制となる場合があります。 

  ●アドバンスコース修了後授与資格： DIIA 認定イメージコンサルタント 



Profile  プロフィール 
 

	   	   	   	   	   ⼯工藤 亮⼦子    Dear Image  代表 イメージコンサルタント 

       AICI 認定国際イメージコンサルタント, FLC 

      （財）⽣生涯学習開発財団 認定イメージコンサルタント 

       プロイメージ認定イメージコンサルタント 認定講師 

       セブンシーズンカラーズ認定カラーコンサルタント 

      （社）⽇日本パーソナルコーディネーター協会 認定インストラクター 

      （社）⽇日本ジュエリー協会認定 ジュエリーコーディネーター 

       ⼩小学校教諭⼀一種免許状    中学・⾼高等学校英語教諭⼀一種免許状 

 

   広島⼤大学学校教育学部卒。⾼高校英語教師の厳しい⽗父、家事完璧な⺟母の間に⽣生まれた⻑⾧長⼥女女。 

   学校教師になるよう育てられるも別の道を模索して⼤大学卒業式翌⽇日に渡⽶米。 

   在⽶米期間中に 9.11 同時多発テロ事件を経験し、「⽣生き⽅方」について深く考えるようになる。 

   計６年間の在⽶米期間を経て帰国。 帰国後もなかなか⾃自分の道が定まらないまま 

 
   東京⼤大学と三菱総研を⺟母体とする福祉系NPO法⼈人にて翻訳およびカンファレンス責任者を担当後、 
   
   エファップ・ジャポンにてPRを学ぶ。インポートジュエリーブランドのＰＲ・販売業務を 
 
   伊勢丹、バーニーズNYにて⾏行行った後、化粧品製造販売会社の管理業務に携わる。 
 
   ⾃自⾝身のキャリア模索期間にカラーやイメージとの出会いによって道が開けたことにより 
  
   イメージの重要性を痛感。その後会社員⽣生活にピリオドを打ち、独⽴立立。 
 
   豊富な知識と経験をベースに、男性エグゼクティブから⾃自分らしく⽣生きたい⼥女女性まで 
 
   幅広くコンサルティングを⾏行行う。 
 
   ただ「⾒見見た⽬目」のみを変えるイメージコンサルティングではなく、クライアントそれぞれの 
  
   イメージゴールを引き出し、内⾯面的な⽬目標も実現へと導くコンサルティング⼒力力で⾼高い評価を得ている。 
  
   また、イメージコンサルタントの育成にも⼒力力を注いでいる。専⾨門は、カラー（⾊色彩戦略）・ワードローブ。 
 



Dear Image 
Image Consulting Academy 

	 

お申込みフォーム 

	 

                 お名前： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

               ふりがな：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                 ご住所： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

        電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

         メールアドレス： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

               ⽣生年⽉月⽇日：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                 ご職業：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   希望コース： ⼀一括受講： ベーシック  ・ アドバンス  

                 単科受講：                

        メッセージ：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

              ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

       イメージコンサルタントは、素敵な仕事です。 

      ここから第⼀一歩を踏み出し、⼀一緒にイメージコンサルタントの道を歩めることを嬉しく思っています。 

      お会いできるのを楽しみにしています。                                  ⼯工藤 亮⼦子 

 

 お問合せ先: Dear Image 

    E-mail：  contact@dear-image.com 

      HP:   http://www.dear-image.com 

      Blog:  http://ameblo.jp/dearimage 

   Facebook: http://www.facebook.com/dearimageryoco 


