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ご挨拶

この度は「美容栄養学専門士資格認定講座」の資料のご請求、誠にありがとうござ
います。

綺麗になりたい・・それは女性の永遠の願いです。
食べ物で真の美しさを作ることは美の基本です。
カラダは約37兆個の細胞でできています。その細胞を作るのは食事です。

「食べること」は誰もが毎日行う生命活動の営みです。一日3回の食事を、美や健康を
促進・維持することを意識して食べるか、意識しないで食べるかで、5年後、10年後の美
や健康に大きな差が生まれます。
逆に食事の内容により、老化が進み病気に発展していくことが現代の食生活で深刻

な問題を抱えています。現代社会において不規則、不摂生な食生活だけでなく、ストレ
ス、生活時間の乱れ、睡眠不足、過度な痩身願望など美や健康の大敵は多くありま
す。また女性は月経、出産、子育て、閉経など一生涯の中で身体や生活の変化が
多々訪れます。
食べ物はカラダの美容液です。カラダのしくみを知り、本当に必要な食生活を学び、

いつまでも美しく健康に、内面から輝く真の美しさを保つための秘法・・それが美容栄養
学です。

美しいカラダづくりは体の外側からのケアだけでなく内側からの美肌づくりが重要です。
ただ痩せているだけでは美しいとは言えません。美しいカラダ＝健康なカラダ、健康美が
基本です。

本資格講座を習得していただき、お仕事にご活用いただいたり、ご自身やご家族の
健康の為にご活用いただくなど、皆様の人生のお役に立つことが多くある事と思います。
生きていく上で大切な多くの学びをして頂きます。是非ご検討頂き、ご質問等がありまし
たらいつでもお気軽にお問合せ下さいませ。

日本ビューティーヘルス協会
会長 池上淳子
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本資格認定講座の特徴

本資格講座は「栄養学」を基に構成されています。

食べ物で人の身体は作られています。何を食べるかで、健康を維持するのか、または
病気を引き起こしてしまうか、長年の食事習慣が大きな影響を及ぼします。

本資格講座は「美と食のプロ」を育成します。・・ということは、人の命に関わることに
なります。その為、本資格講座で最も大切にしている事は

【学術面の信用度の高さ】

栄養学は日進月歩です。新しい研究、論文が発表されると今まで当たり前だったこと
が当たり前では無くなる場合も多くあります。だからこそ、常に新しい情報が必要です。そ
してその情報が出来る限り科学的根拠、エビデンスを得ている必要があります。

食や美容に関わる情報は多くあります。医師、栄養士、研究者の中でも意見は統一
されていない場合が多くあります。命に関わる事だからこそ、偏った考え方や科学的根
拠の得られない情報、個人の見解では非常に危険であると捉えています。

美容栄養学関連の情報はマスコミや本など、情報が飽和状態になっています。日本
ビューティーヘルス協会は、一般社団法人健康栄養支援センターの監修を100％受
け、最も正しく、新しい情報を、根拠をもってご提案できるように重点を置いております。

例えば「炭水化物は食べると太るから食べない方がいい、食べる必要もない」などよく
巷でありますが、食べたものは体の中でどのように変化していくのか、なぜ太るのか、体の
何に必要なのか、健康的で美しさをつくる為の食べ方は何か・・など細かく読み解いて講
義致します。カラダのメカニズム、調理方法やレシピ作成、食品各論など幅広い内容で、
何をどのように食べたらいいのか、どうしたら綺麗になれるのかを知ることができます。

また、食事だけでなく、生活習慣や運動法など、美をトータルで講義させて頂きます。
その為、非常に深い内容の講義になっております。

健康で美しいカラダを一生涯得るための学問であり、プロを目指される方は、他者の
健康や美に携わっていく事になります。美容栄養学を習得されることは、決して簡単なこ
とではありませんが、ご自身の美容に生かし、お仕事にもたくさん広がりを持たせることが
できる学問です。 3
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受講内容

STEP1 通学制（集中1日講座）
BFA：ビューティーフードアドバイザー資格認定講座<基礎コース>

ビューティーフードアドバイザー講座では美容栄養学・栄養学の基礎を習得します。
ビューティフードアドバイザーは日々の食生活に生かし、基本的な美容栄養学のアド
バイスができる専門家です。

まず「体のしくみ」を学びます。食べたものはどのように体内で変化し働くのか、何のた
めに呼吸をしているのか・・など生命の基本的な分野を学びカラダのしくみをご理解頂き
ます。
次に栄養学の要、5大栄養素です。生命活動は5大栄養素なしには成りえません。美
容栄養学の観点から読み解く5大栄養素、それに第6の栄養素と言われる食物繊維、
第7の栄養素と言われるファイトケミカルを知ることで日々の食生活、食選び、調理に大
変役立ちます。
美容栄養学の基礎を全て習得できる盛りだくさんの内容です。

受講後、修了証をお渡しします。
BFA資格認定試験を受ける権利が得られます。

1.体のしくみ カラダのメカニズムを理解しましょう
2.糖質 食後高血糖予防が美肌へのカギ 老化とダイエット予防
3.タンパク質 カラダを構成するタンパク質、コラーゲン神話
4.脂質 脂質を味方につけて～艶々肌～ 脂肪燃焼
5.ビタミン ビタミンの有効活用と摂り方
6.ミネラル ミネラルでカラダ磨き
7.食物繊維 驚きの食物繊維の働き 美腸活で美肌づくり
8.ファイトケミカル 活性酸素を除去して細胞から美しく
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受講内容

STEP2 通学制（集中3日講座）
BFS：ビューティーフードスペシャリスト資格認定講座<応用コース>

ビューティーフードスペシャリストはあらゆる美容に関する悩み、症状別に対応された美
容栄養学を習得し、高度な知識・技術・技能をもつスペシャリストとして日々の食生活
やお仕事に活用することができる専門家です。

受講後、修了証をお渡しします。
BFS資格認定試験を受ける権利が得られます。

1.美白・シミ 美白・シミに効果的な美人食

2.シワ・たるみ ぷるっピンッ・・シワ・たるみに効果的な弾力肌美食

3.アンチエイジング 老化STOP！更に若返りのアンチエイジング食

4.デトックス 毒だしピカピカッ デトックス美人食

5.血液さらさら 血液さらさら～くすみ知らずの血管美人食

6.ホルモンUP ホルモンUPで魅力度UP 色っぽい艶美女子食

7.ニキビ・毛穴 毛穴をキュッと引き締め、皮脂対策でニキビ予防の美容食

8.免疫力UP 免疫力UPでパワーUP 強いカラダづくりの健康美容食

9.むくみ 水（体液）の流れをスムーズに‥むくみ予防の美容食

10.美人の選び方 気になる食のあれこれ・・徹底解明の美容食

11.冷え予防 冷え予防でポカポカ情熱女子の美容食

12.ストレス 自分を信じる・・ストレス打破の美容食

13.抗疲労 疲れを吹っ飛ばせ 頑張る美女子の抗疲労美人食

14.匂い いい匂い＝いい女 香り美人の爽快美容食

15.時間栄養学 美女タイム＆リズムの時間美容食

16.艶髪 艶髪でキューティクル美タンパクの美容食

17.パワフル 美筋肉強化のパワフル運動美容食

18.美人の食べ方 美容食スタイルを身につけて美人の食べ方を実践

19.便秘 スッキリ爽やか 軽快に便秘予防で腸美人食

20.ダイエット 太りにくいカラダに改善 痩身美女子のダイエット美人食

21.脳活性 脳活でデキる美女子の美容食

22.美骨 骨美人 強い骨格で丈夫な基盤づくりの美容食

23.美容食調理法 簡単・美味しい ＋ビューティーフードの自炊美容食

24.まとめ 毎日食べよう ビューティーフード

講義の流れ
例）レッスン1 美白・シミ

・シミとは
シミの種類

・シミはなぜできるのか
メラニン生成のメカニズム

・メラニンの種類
・シミの原因と生活習慣からの予防法
紫外線とは

・日焼けの種類
・日焼け対策
・美白ケア 皮膚へ刺激等
・美白・シミに効果的な栄養
各有効な栄養素とその摂取方法

さらに!！
「食品各論 75品目」

を学びます。

食品の概要
主な栄養成分
主な効能
選び方
保存方法
調理のコツ

栄養成分の相性など
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受講内容

STEP3 通信制
BFP：ビューティーフードプロフェッショナル資格認定講座<プロコース>

美と食のプロ「美容食インストラクターⓇ」を目指すための講座です

ビューティーフードプロフェッショナルは美容栄養学のプロとして知識だけでなくそれら
を卓越したプロとしての自覚をあらゆる分野から習得し、対価に値する役務を提供できる
プロの専門家です。

美容食インストラクターⓇとは
・「美容食ダイエットプログラム」を指導することができ、またそのプログラムの使用権利を有する人
・個々の症状や改善したい内容に応じた個々のプログラムを作成することができ、食事管理や美容
栄養指導を的確に行う人

BFPテキスト内容

BFP講座＝BFP資格認定試験の受験

試験合格後に送付
・認定証書
・美容食インストラクターⓇ バッジ
・美容食ダイエットプログラムデータ

①美容食ダイエットプログラム ・五大栄養素
・ダイエット学
・調理学 など

②美容食ダイエットプログラムの実践方法

③美容＆運動 ・所作・マナー
・姿勢・運動 など

④独立・開業の方法 ・起業のコンセプト・企画力・心構え
・開業までの事務手続き
・開業までの準備 など

⑤講師養成 ・話し方
・講義方法 など

⑥栄養学に関する基礎知識 ・食品表示
・衛生管理 など

⑦臨床栄養学 ・糖尿病
・メタボリックシンドローム など
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美容食インストラクターの資格の
価値を生かす魅力的な制度

美容食インストラクターⓇは多くの可能性やチャンスを秘めています。本学問を通して、ご自身のお仕事や生活
に生かしたり、アレンジやアイデアを生かし、新しいビジネスを確立するチャンスとしても可能性は無限大です。

①独立・開業支援制度
美容食インストラクターの資格を活かして独立・開業されるための支援制度をご利用頂けます。
年1回実施している「ビューティーフードプロフェッショナル講座」にご参加頂けます。
年1回、関西本校にて開催
10:00～16:00まで、内容の濃い講座を受講出来ます。

-内容-
独立・開業の方法（一週間で社長になれる方法）
ソフト面（ビジネス計画書の作成等）
ハード面（開業届の手続き等）
企画の方法
料理教室の開催方法 など

美容食ダイエットプログラムの実践方法
講師養成
SEO対策 など

②本資格講座のフランチャイズ権取得
日本ビューティーヘルス協会認定教室として開講権利の獲得、フランチャイズ権を得ることができます。 本資格
講座をご自宅やレンタル会議室などで開講して頂く事ができます。

③美容食ダイエットプログラムの使用権取得
美容食ダイエットプログラムを、お仕事に生かして頂く事ができます。

④美容栄養学の講座を自由に開催
本資格認定講座ではなく、美容関連の講座開催や料理教室などご自由に開催して頂けます。
その際、協会への申告は不要です。また講義内容等の学術フォローは協会がご協力させて頂きます。

魅力のフォローアップ制度
「美容食研究会」
美容食インストラクターⓇは美容食研究会のチーム員になります。
美容栄養学の世界は日進月歩です。そのため、新しい情報が常に必要となります。
特に美容食インストラクターⓇはお仕事として活用頂きますので、常に新しい情報や勉強、研修の場、また自らの
研究も欠かすことはできません。そこで美容食インストラクター限定の「美容食研究会」というサークルを設けてい
ます。
年数回、会合を設け、勉強会や研究会を開催しお互い交流をしながらスキルアップを高めていく場にしています。
また資格講座の再勉強や深堀りの場としてもご活用頂きます。

7



本資格講座 Q＆A

Q.栄養士資格が無くても食のプロとして仕事ができるのか？

A.可能です。
食に関わる民間資格はたくさんあります
それは管理栄養士・栄養士資格が「名称独占」だからです。
社会的の利益を考えて独占資格が存在しています。

名称独占資格
無資格者がその名称(職業)を名乗ることはできませんがその名称の業務を行うことができる
・資格がなくてもその業務に従事することはできる。
・資格取得者のみ特定の資格名称（肩書き）を名乗ることができる。
・資格を所有していない者が、法律に定める特定の名称を名乗ることはできない。
職業
作業療法士、理学療法士、保育士、栄養士などがあげられます

業務独占資格
特定の資格の免許、免状等を有するものだけが業務を行うことができる有
無資格者が業務をすると刑罰の対象となってしまいます
職業
医師、薬剤師、弁護士、診療放射線技師などがあげられます

Q.美容栄養学を活用した仕事の就職はありますか？

A.ほとんどありません
一部、エステサロンやスポーツジムなどで求人がある場合がありますが、ほとんど無いのが現状です。あるよう

でない、美容栄養学の専門家、多くの方が美容や健康に食事が大切ということは分かっています。けれどその
キチンとした情報をしっかり伝えることができる専門家が必要であり、今後更にあらゆる分野で求められていく事で
しょう。それほど、美や健康に対し多くの方が求めている事だと肌で感じています。就職のあっせんはありませんが、
STEP3のプロフェッショナルコースでは独立開業セミナーを無料で受講して頂く事ができ、フリーでご活躍頂く
ための独立開業のフォローをさせて頂いています。ご自身の人生設計の中で、ご検討頂ければと思います。

Q.資格講座は、どのような方が受講されていますか？

A.美容や食関係のお仕事をされている方が多いです。
ご自身の美容健康の為に受講されている方もいらっしゃいますが、主に美容や食関係のお仕事をしている方

が受講されています。美容栄養学の専門家として新しく仕事を得たり、ご自身のお仕事を更に極めることが目的
である場合が多いです。
外食産業、美容業界、芸能関係・・と美容栄養学は様々な分野で関連性がでてきます。
美容師、エステティシャン、メイキャップアーティスト、モデル、スポーツ、調理師など美や健康、ダイエット関

連などのお仕事をされていればその専門職に更に磨きをかけ、知識・技術の向上へ繋げていくことができるでしょ
う。

Q,美容食インストラクターを取得した方はどのように活躍していますか？

A.詳しくはホームページ内「美容食インストラクターの活躍 http://eiyo-c.com/katuyaku.html」をご参照下
さい。
本資格講座のフランチャイズ開催や、講演活動、執筆活動、料理教室開催、美容栄養指導、ダイエット指

導、モデル育成スクール講師など、様々な活躍をされています。どういった事をされたいかによりますが、この学問
をご活用頂けるお仕事は多々あると思われます。 8



募集要項

美容栄養学専門士の資格は3段階、美容食インストラクター®を目指しましょう。

【ビューティーフードアドバイザー：BFA】 ※通学制 1日間

【ビューティーフードスペシャリスト：BFS】 ※通学制 3日間

【ビューティーフードプロフェッショナル：BFP】 ※通信制
美容食インストラクター®認定講座

美容食インストラクター®取得

ビューティーフードアドバイザー：BFA資格認定講座 募集要項（通学制）
受講資格：本募集要項及び注意事項の記載内容全てに承諾いただいた方。

受講料：入会金0円、受講料35000円
受講後の資格認定試験料 別途10000円
テキスト代 別途3000円

修了規定：基礎コース：全8レッスンを受講すること。

BFA資格認定試験 要項
受験資格：BFA（ビューティーフードアドバイザー）資格認定講座 修了者
受験料：10000円
受験内容：レポート（郵送にて提出形式）
受験日：随時
注意事項：試験用紙を郵送し、課題に応じてレポートを完成させ期日までに返送して頂きます。
添削し、BFA資格認定書と同封でお送り致します。但し、不合格とみなされた場合は再提出して頂きます。

ビューティーフードスペシャリスト：BFS資格認定講座 募集要項（通学制）
受講資格：本募集要項及び注意事項の記載内容全てに承諾いただいた方。

受講料：受講料150000円
テキスト代 別途6800円
受講後の資格認定試験料 別途10000円

修了規定：応用コース：全24レッスンを受講すること。

BFS資格認定試験 要項
受験資格：BFA（ビューティーフードアドバイザー）資格保有者

BFS（ビューティーフードスペシャリスト）資格認定講座 修了者
受験料：10000円
受験内容：筆記試験（郵送にて提出形式）

受験日：随時
注意事項：試験用紙を郵送し、課題に応じ解答を完成させ期日までに返送して頂きます。
添削し、BFS資格認定書と同封でお送り致します。但し、不合格とみなされた場合は再提出して頂きます。
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募集要項

ビューティーフードプロフェッショナル：BFP資格認定講座 募集要項（通信制）
※当講座の資格を取得すると「美容食インストラクター®」の称号を得ることになります。
受講資格：本募集要項及び注意事項の記載内容全てに承諾いただいた方。
受講料：受講料30000円 + テキスト代5000円 + 受験料及び認定料 15000円

合計 50000円
※本認定試験合格後は更新料や年会費など、一切の費用はかかりません。

BFP資格及び美容食インストラクター®認定試験 要項
受験資格：BFA（ビューティーフードアドバイザー）資格保有者

BFS（ビューティーフードスペシャリスト）資格保有者
BFP（ビューティーフードプロフェッショナル）受講者

受験内容：課題提出（調理、栄養価計算、プログラム課題 等）
注意事項：当協会指定の方法で課題を提出して頂きます。添削し、合格であれば、「美容食インストラクター®
認定証書」「美容食インストラクター®バッジ」「ビューティーフード（美容食）ダイエットプログラムデータ」をご
送付します。但し、不合格とみなされた場合は再提出して頂きます。

講座に際する注意事項：
受講生ご本人の都合によるキャンセルの場合、一旦納入された費用は返却いたしません。
天候および講師の病気等、やむを得ない事情で講座日程が変更になる場合があります。
受講希望者が規定人数に達しない場合は、開講を中止することがあります。
その際は、事前にご連絡するとともに納入された費用をご返金いたします。
講師、他の受講生および当協会に対して迷惑をかける行為のあった場合は、受講資格を剥奪される場合があ
ります。その際は費用の返還をいたしません。
講座のテープ録音、写真、ビデオ撮影は固くお断りします。
試験の保管期間は、受講期の修了試験日から1年以内とさせていただきます。
受講の権利は、第三者への譲渡はできません。

法人・団体様 特別制度のご案内
法人様や団体様で5名以上受講される場合は特別割引制度を設けております。
社員教育や社員研修の一環としてもご利用頂けます。大変お得な法人・団体様特別割引制度を是非ご利用
ください。
詳しい価格は人数、会場、日程設定などを考慮し決定させて頂きます。
法人・団体受講基準
団体・法人様において一定の人数でご受講の場合は、お申し込み・ご受講・結果通知等の手続きをまとめてお
こなうことができます。また、10名以上受講の場合は貴社、貴団体限定の特別開講が可能です。基準は下記を
ご覧くださいませ。

正団体 準団体
人数基準 受講者10名以上 受講者5～9名
受講方法 特別開校が可能。

日程、会場は相談させて頂きます。
当協会が開催している一般講座で受講して頂きます。

申込み方法 貴社、貴団体より一括でお申込みください。
特別価格について 人数、会場、日程設定などを考慮し、割引制度を適用させて頂きます。
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募集要項

▼資格認定講座 お申込み方法
日本ビューティーヘルス協会 公式サイトよりお申込み下さい。
https://eiyo-c.com/moshikomi-2/

▼講座開催スケジュール
日本ビューティーヘルス協会 公式サイト にてご確認下さい。
講座スケジュールページ https://eiyo-c.com/schedule/
関西本校、関東校、中部校、北海道校がございます。詳しくは公式サイトをご確認下さい。

▼講座日程のご都合が合わない場合
当協会で設定しています講座日程は「全体講座」となります。全体講座の日程や開催場所は

限りがありますので、別日で「個別講座」を受けて頂く事が可能です。その際は担当講師と日時、
場所をご相談頂く事になります。

注意点
＊個別講座は関西本校、中部校、北海道校で対応しております。
（関東校は対応できません。予めご了承下さい）
＊個別講座をする場所は受講者の方に確保して頂く場合があります。
＊個別講座の追加料金は基本的に不要ですが、場所によっては講師の交通費等をご負担頂く
場合があります。
先ずはお気軽にご相談下さいませ

▼お申込み・お問合せ先

日本ビューティーヘルス協会

https://eiyo-c.com
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東3-14-12-2F
TEL050-3570-2468（繋がりにくい場合があります 予めご了承下さい）

beauty.food@eiyo-c.com

※お客様の個人情報は、日本ビューティーヘルス協会で実施する業務に必要な範囲内で利用します。
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日本ビューティーヘルス協会
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内側から輝く美を手に入れる食べる美容液

美容栄養学は美と健康の為に

絶対必要な究極の方法


