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HAIR COLORIST EDUCATION 2022

ADVANCE COURSE

アドバンスコース

各テーマの内容をリンクさせた55時間の総合的なカリキュラムによって、
実技と理論の両面からヘアカラーリングに必修の基礎知識・基 本技術
を習得します。普遍的な知識と技術を学ぶ事で、時代性に左右されない
ヘアカラーの原理原則が身につきます。また、サロン内での教育活動にも
役立つプレゼンテーション能力も養えます。

1

染毛知識

2

染毛技術

3

理

4

実践力

論

商品知識／トーンダウン／トーンアップ／カラーチェンジ／プライミング／
グレイカラー／酸性、塩基性染毛料／ホーユー研究員による講義
毛髪の状態や要望に合わせて薬剤をコントロールできる力を身につけます。

塗布テクニック

ナチュラル&ムーヴメント

リタッチや毛先の効果的塗布や
早く正確に塗布する方法を理論的に身につけます。

ウィービングの基本を知ることで再現性の高い
デザインテクニックや提案力を身につけます。

毛髪知識／染毛知識／ヘアカラープロセス／ヘアカラーの安全性
毛髪診断、履歴に合わせた薬剤の選択、薬剤選定やプロセスの組み立てなどを身につけます。

ウィッグカラーリング／課題実習
講義で習ったことや実際に起こりうるトラブルに対応する知識を身につけます。

特別講座
5 （外部講師）
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ヘアカラーに必要な「色彩知識」の基本を学び、薬剤選定に役立つ考え方を身につけます。

前半終了後、学習事項をサロンへフィードバック。
学習意欲の継続力を身に付け、スタッフの向上心を高めます。

認定試験
試験制度を設けることで緊張感を持って集中でき、達成感と向上心を高めます。
コース認定者にはディプロマを進呈いたします。

「プロマスター」
を使用されているサロンスタッフ様。

対象者

ヘアカラーの知識・技術を高め、指導育成ができるようになりたい方。※簡単なカットとスタイリングができる方。

定 員

10名（ホーユースタジオ仙台・福岡は各6名）

受講料

50,000円（税込）※交通費・宿泊費・食事等は含みません。

開催地

仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

◎開催期間

仙

台 :［前半］4/12(火）〜15(金） ［後半］5/17(火）〜20(金）

東京① :［前半］2/1(火）〜4(金）

［後半］3/1(火）〜4(金）

東京② :［前半］9/13(火）〜16(金） ［後半］10/18(火）〜21(金）
名古屋 :［前半］9/6(火）〜9(金）

［後半］10/4(火）〜7(金）

大 阪 :［前半］6/21(火）〜24(金） ［後半］7/26(火）〜29(金）
福 岡 :［前半］6/7(火）〜10(金） ［後半］7/5(火）〜8(金）
◎申し込みから修了までの流れ

◎ヘアサロンで活躍する卒業生の声
「理解が深まれば道具の使い方が変わる」

コース開催
3ヶ月前〜

受講のご相談
オーナー様・受講者様に弊社担当営業者よりご案内。

お申込み・お支払い
〜1週間前

弊社担当営業者のご案内する
別紙記載QRコードよりオンラインにて
お申込み・お支払いをお願いいたします。

※決済方法：クレジット・コンビニ・ペイジー
※コンビニ・ペイジーを選択の方は、申込完了メールに記載の
支払期限内にお支払いください。
※領収書は決済完了時にメールでお送りします。

コース開催

前半4日間
前半終了後、学習事項を店内へフィードバック。
後半初日に宿題を提出していただきます。

私の場合は、
それまで自分が感覚的に「わかっている」
と思っていた
ことを、
きちんと科学的に理解できたことが今も役に立っています。たと
えば、感覚や経験だけで薬剤を使っていると自分の知っている範囲でしか
薬剤を使えません。独学だけでは、
ステップアップするのに限界があるん
です。
しかし、薬剤が作られた意図や、
なぜこうやって染めるのかといった
ことについて、科学的な根拠がわかれば格段に理解が深まります。
すると、
道 具の使い方がまったく変わってくるんですよ。使っている薬 剤などは
これまでとほとんど同じでも、使い方が変わるんです。実はこれが、
とても
大きな変化なんですよね。
なぜなら、同じ道具を使いながら、表現の幅が
大きく広がるわけですから。
こういうことは、実際に受講してみた人でない
と、
なかなかわからない部分かもしれませんね。

「基本の大切さを再認識させられました」
アカデミーの受 講 経 験があるスタッフから、スゴイとは聞いていたん
です。でも実際に自分が受講してみたらそのスゴさは想像以上でした。
講習では、
あらためて基本の大切さを痛感しました。
とにもかくにも、基本
が大切。これに尽きるということを、思い知らされましたね。基本って、
それ
こそ、小さいことの積み重ねですけれど。例えば薬剤の塗布一つをとって
も、
なぜその塗り方をしなければいけないか、
という理由がありますよね。
そうした工程のすべてに意味があることを理解して、
その技術をきちんと
修得していれば、揺るぎないものとして身につくはずです。
ホーユーのアカ
デミーを選んだのは、中身が一番充実していると思ったからです。1日だけ
のヘアカラーリング講習会は他にもあるのですが、何日間にもわたって
講習を行うのはホーユーだけでしたから。

「すべてはお客様のために」

コース開催

コース修了
約2週間後

後半4日間
最終日に修了証書授与。

成績表・ディプロマ

オーナー様宛に成績表・ディプロマを
弊社事務局より送付いたします。
※認定基準に満たない場合は補習課題を
提出していただきます。

コースに関する
お問 合せ

ここまで、私たち美容師やヘアサロンの側から見た点についてお話しして
きましたが、最終的にはお客さまに満足していただけるかどうかが、
すべて
です。
私たちの仕事がやりやすくなったり、
表現の幅が広がったりしても、
お客
さまに喜んでいただけなければ、
まったく意味がないですからね。私たちの
仕事は、
そこでしか評価されないと思っています。
だから、
「なぜその色を勧め
るのか」
「なぜその薬剤を使うのか」
ということをきちんとご説明でき るように
なり、お客さまに納得していただけるようにもなったことが、一番のポイント
なんです。実際、お客さまからのオーダーも、ずいぶん変わってきたと感じ
ます。最近は、
カラーリングのためだけにご来店される方も増えているのです
が、
すごくうれしいですね。
こうやって振り返ると、
テクニカルな面以外にも
得ることはとても多かったと思います。受講して学んだことを、
「まずは私
から伝えよう、実践しよう」
と率先して動いた結果、店にもよい雰囲気が
生まれてきていますし。後輩たちにも
「提案力がつくし、幅が広がるから、
絶対アカデミーで受講した方がといいよ」
と勧めています。私が体験した
驚きや感動を、一人でも多くの人に味わってほしいですね。

ホーユー テクニカルアカデミー

TEL 052−734−0270（平日10：00〜17：00）

〒464-0850

名古屋市千種区今池1-8-8今池ガスビル5F

ホーユー スタジオ仙台
〒980-0013
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア1F
TEL 022-711-3560
（平日10：00〜17：00）
アクセス／
JR・仙台市地下鉄南北線・東西線
「仙台駅」西口より徒歩約7分

ホーユー スタジオ東京
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー アネックス棟
TEL 03-5354-8676
（平日10：00〜17：00）
アクセス／
JR
「新宿駅」
南口より徒歩約8分
都営地下鉄新宿線・大江戸線、京王新線
「新宿駅」A1出口直結 マインズタワー アネックス棟1F

ホーユー テクニカルアカデミー
〒464-0850
名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル5F
TEL 052-734-0270
（平日10：00〜17：00）
アクセス／
名古屋市営地下鉄桜通線・東山線
「今池駅」10番出口直結 今池ガスビル内エレベータ5F

ホーユー スタジオ大阪
〒542-0081
大阪市中央区南船場3-4-26 出光ナガホリビルB1
TEL 06-6244-9488
（平日10：00〜17：00）
アクセス／
大阪市営地下鉄御堂筋線
「心斎橋駅」
2番出口より徒歩約４分 クリスタ長堀 北5、6番出口すぐ

ホーユー スタジオ福岡

地下鉄赤坂駅 5番出口
中央
区役所

ホーユー
スタジオ福岡
Beamsビル3F

ローソン

西6番出口

きらめき通り
天神西通り

大正通り

アクセス／
福岡市営地下鉄
「天神駅」5番出口より徒歩約7分
西鉄大牟田線
「西鉄福岡(天神)駅」南口より徒歩約5分

新雁林町通り

明治通り

IWATAYA新館

西日本 IWATAYA本館
シティ銀行

駅
神
天
鉄
り
西
通
辺
渡

〒810-0001
福岡県福岡市中央区大名2-1-10 ビームス福岡ビル3F
TEL 092-737-2140
（平日10：00〜17：00）

2番出口 地下鉄天神駅

西鉄
グランドホテル

国体道路

新型コロナウィルス感染予防対策にご協力ください

マスク
着用

公式アプリ
（理美容師様専用）好評配信中！
最新情報はもちろん、
商品使いこなし動画やおすすめヘアカラー
レシピなど、
業務支援を目的としたコンテンツを多数ご用意。

■商品の使い方動画
■商品パンフレット
■セミナー予約
etc.

体温測定
37.5℃以下

手指
消毒

ヘルスチェック ソーシャル
シート記入 ディスタンス

熱のある方、
体調の優れない方は参加をご遠慮ください。
受付時の体温測定で37.5℃以上の方は入場をお断り
させていただきます。入場時に手指消毒とヘルスチェック
シートのご記入、
セミナー中はマスク着用とソーシャルディ
スタンスにご配慮のうえご参加ください。

