












美肌食マイスター初級

美肌食マイスター中級

キレイな肌づくりのス
ペシャリスト

エステティシャン・美容部員・美容師 の方は、適切な美肌食のアドバイスができ顧客サービスにつながります。
飲食店を経営 されている方には、美肌食メニューの考案の参考にもなります。
また、肌荒れが気になる方、美肌を目指したい方などにも、もちろんおすすめです。

エステティシャン・美容部員・美容師 の方は、適切な美肌食のアドバイスができ顧客サービスにつながります。
飲食店を経営 されている方には、美肌食メニューの考案の参考にもなります。
また、肌荒れが気になる方、美肌を目指したい方などにも、もちろんおすすめです。

レポート課題を協会へ提出。

合格をお知らせする書類と一緒に協会入会・登録申込書が送られてきます。認定証を希
望される方は協会入会申請書に必要事項を記入して協会までご送付ください。別途、協
会初年度年会費5,000円（税別）のお支払いが必要となります。（既に協会員の方は必要
ありません）。

活躍の
フィールド

資格・講座の
特徴

合格までの
ステップ

STEP① 申し込み

【カリキュラム】
STEP② 講座開始

・体の内側からキレイになる食の知識を身につけたい
・肌の乾燥や、シミ・シワをどうにかしたい
・自然な美肌になるスキンケアを学びアドバイスしたい

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

こんな人に
おすすめ

・体の外側と内側の両方のケアで素肌を整えたい
・デトックスについてきちんと知りたい
・肌のダメージを根本的に修復する方法を知りたい

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

こんな人に
おすすめ

活躍の
フィールド

●1-1 美肌について ●1-2 食と免疫力
●1-3 食と抗酸化力 ●1-4 食と代謝力
●1-5 素肌美人は食生活が違う

《第1章 美肌について》

●4-1 美肌食の基本 ●4-2 肌に悪い食べ物

《第4章 美肌食品》
美肌スーパーフードBest10

《第5章》

●3-1 美肌のための栄養 ●3-2 美容ビタミン
●3-3 選ばれた脂質 ●3-4 美肌ミネラル ●3-5 賢い糖質の摂取
●3-6 7番目の栄養素・ファイトケミカル

《第3章 皮膚の栄養》
●2-1 皮膚の構造

《第2章 皮膚の構造》

最新の講座
内容は

ホームペー
ジをご覧く

ださい。

http://w
ww.hima

nyobou.j
p/

STEP③ 認定審査レポートの提出

STEP④ 合格

資格認定の申請から約1ヶ月で認定証、協会員カードが発行されます。STEP⑤ 認定

潤いとハリのある肌づくりの秘訣を、食との関係から解明！

美肌食マイスター中級
(Japan Fine Skin Foods Meister Associate Professor)

健康的な美肌づくりの
スペシャリスト

健康法としての美肌づくりを、より深く探求！

POINT①
美肌づくりの知識が得られる
美肌づくりの知識に加えて資格も取得でき
るので、美や健康関係の仕事に役立てる
ことができます。例えばカフェやレストラン
で美肌食マイスター考案のメニューを取り
入れたり、料理教室でオリジナルの美肌食
レシピ講座の開催などが可能です。

POINT②
一生使える美肌づくりの
知識が身につく

私たちの体は食べ物でできています。どん
な食べ物が美しい肌をつくるのか理解して
いれば、食事の時間が毎回美肌づくりの機
会になります。

POINT③
ビジネスの下支えに有効
資格・知識をエステティシャンや調理師の
方の付加価値として利用することにより、
集客力アップに繋げることができます。ま
た、個人事業主としてビジネスをしていく上
での｢信用｣の獲得にもつながります。

資格・講座の
特徴

POINT①
深い美肌づくりの知識を習得
美容や健康関係により役立つ、美肌づくり
の知識を得られます。また、中級資格を得
ることで、ビジネス等で一層信頼度を高め
ることができます。

POINT②
一生使える美肌づくりの
知識が身につく

私たちの体は食べた物でできています。ど
んな食べ物が美しい肌をつくるのか理解し
ていれば、食事の時間が毎回美肌づくりの
機会になります。

POINT③
競合との差別化を図れる
例えば｢資格を持ったエステティシャンが、
痩身の施術に加えて美肌食のアドバイスも
します｣と打ち出せば付加価値を強調で
き、集客力アップに繋げることができます。

講師　岡崎 京
子

講師からの
メッセージ

健康長寿食につ
ながる食を学び

ましょう！

「美肌は生ま
れついてのもの

」と思ってい

ませんか？ そ
うではありませ

ん。今、口

にした食べ物が
あなたの未来の

美肌を作

るのです。「美
肌は作る」が基

本です。で

は何が美肌食
なのか？ なぜ

美肌効果が

あるのか？私た
ちはこれが健

康長寿食に

つながると考え
てい

ます。

合格までの
ステップ

STEP① 申し込み

【カリキュラム】
STEP② 講座開始（DVD講座のみ）

●Ⅰ-1 皮膚の基礎知識
●Ⅰ-2 食と免疫力（シミ、シワ、タルミ、肌荒れ）

《第Ⅰ章 皮膚の知識》

●Ⅲ-1 ホルモンと美肌1
●Ⅲ-2 ホルモンと美肌2
●Ⅲ-3 ホルモンと美肌3
●Ⅲ-4 ホルモンと美肌4
●Ⅲ-5 ホルモンと美肌5

《第Ⅲ章 ホルモン》
●Ⅴ-1 ストレスと美肌1
●Ⅴ-2 ストレスと美肌2
●Ⅴ-3 ストレスと美肌3
●Ⅴ-4 ストレスと美肌4
◎エディブルフラワー

《第Ⅴ章 ストレス》
ファイトケミカル
◎美肌フード ◎美肌料理レシピ

《第Ⅵ章 非栄養素、機能性成分》
●Ⅳ-1 腸と美肌1 ●Ⅳ-2 腸と美肌2
●Ⅳ-3 腸と美肌3 ●Ⅳ-4 腸と美肌4
●Ⅳ-5 腸と美肌5 ●Ⅳ-6 腸と美肌6
●Ⅳ-7 デトックス ●Ⅳ-8 便秘

《第Ⅳ章 腸・デトックス・便秘》

●Ⅱ-1 活性酸素 ●Ⅱ-2 紫外線 ● Ⅱ-3 糖化

《第Ⅱ章 活性酸素・紫外線・糖化》 最新の講座
内容は

ホームペー
ジをご覧く

ださい。

http://w
ww.hima

nyobou.j
p/

ht tp : //www.fineskinfoods . jp/  　協会の活動を紹介しています。

講師　加藤 聖
子

講師からの
メッセージ

『美肌食』を教え
られるようになり

ましょう！

肌は私たちの身
体を構成している

臓器の中でも

最大のものです。
私たちの身体は全

てが連携しな

がら生命を維持し
ています。血液が

全身を巡り、神

経が全身を巡り、
全ての細胞が手を

つないでいま

す。そして人間と
して健康を維持す

るために体温

や血圧、細胞や血
液の成分、体内の

栄養素など一

定のバランスを保
とうと

する恒常性を持っ
ていま

す。私たちの肌の
健康、

肌の老化は身体
の健

康、身体の老化と
大きく

関係しています。

※中級の認定には、協会員でありかつ初級に認定されていることが必要です。

〈認定団体〉

※2014年4月現在 ※本資格講座は、（一社）日本肥満予防健康協会の美肌栄養学研究会内にて作られました。

一般社団法人 日本の食生活を考える会内〈認定団体〉

本資格は、美肌によい食材や栄養素、皮膚の構造や
肌荒れの原因などについて具体的な知識を得て、第三
者に的確なアドバイスを与えられるものです。美肌づく
りの際に鍵となるのは、体の免疫力・代謝力・抗酸化
力です。講座ではこれら3つの働きや、高め方を具体的
に学びます。また、潤いやハリのある肌になる食材の知
識も身につけ、美肌づくりの秘訣を習得します。

肌は毎日食べている食べ物、水、そして空気から取り入れている酸素によって、身体の中で化
学反応を起こし、まったく形を変えられて作られています。どんな食べ物が美肌に良いのか？ 
どんな栄養素が美肌に良いのか？ どんな食べ物に含まれる機能性成分が美肌に良いのか？
本資格講座では肌の仕組みを知り、｢美肌食｣をより深く学びます。

受講料
15,500円（税別）

通学
講座

受講料
15,500円（税別）

WEB
講座

DVD
講座

受講料
19,300円（税別）

DVD
講座

受講料
75,000円（税別）

他の資格と
合わせると･･･ ＋ 管理栄養士 → 美肌栄養エキスパートに！美肌食マイスター

初級・中級他の資格と
合わせると･･･ ＋ JOPH

ダイエットアドバイザー → キレイやせエキスパートに！
美肌食マイスター
初級・中級

検索検索美肌食　資格

検索検索美肌食　資格

レポート課題を協会へ提出。

合格をお知らせする書類と一緒に認定申請書等が送られてきます。認定証を希望
される方は認定申請書に必要事項を記入して協会までご送付ください。同時に認定料
5,000円（税別）をお振込ください。
※中級の認定には、協会員でありかつ初級に認定されていることが必要です。

STEP③ 認定審査レポートの提出

STEP④ 合格

協会員確認、初級認定の確認後、認定証を発行します。STEP⑤ 認定

美肌食マイスター初級
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