
回数・受講期間

受講料（税別）

2h×1回（2h）

￥30,000（ペア￥50,000）

2h×1回（2h）

¥30,000

3.5h～4h×1回

¥50,000

5h×1回（5h）

￥19,000　（教材費含）

5h×1回（5h）

￥19,000　（教材費含）

7 h×1回（7h）

￥50,000円（教材費別）

（特典あり）
2.5h×6回（15h）

約2～3ヶ月
￥108,000（教材費別）

（初級・中級一括割引あり）
2.5h×9回（22.5h）

約2～3ヶ月
￥168,000（教材費別）

（初級・中級一括割引あり）

2.5h×9回（22.5h）

約2.5ヶ月

￥168,000　（教材費含）

回数・受講期間

受講料（税別）

★/★★
色彩コミュニケーション心理学

アドバンス講座（アートセラピー）

現在リニューアル準備中

お問合せ下さい

色彩が関わる描画テスト、アートセラピーなどワークの体験を

通して、自分と他者の理解を深めます。個人で行うワークや

親子や複数で行うワークなど幅広く学びます。

★★

★★★

色彩コミュニケーション

ファシリテーター養成講座（CCFA)

現在リニューアル準備中

お問合せ下さい

子育て支援、介護・福祉や身近なコミュニティで、カラーやアー

トセラピーのワーク使って「自分の気づきや他者とのコミュニケー

ション」をサポートするファシリテータースキルを習得します。

★/★★
ぬり絵コミュニケーションプログラム

【STEP2】ぬり絵ファシリテーター認定講座

現在リニューアル準備中

お問合せ下さい

より深く参加者と関わるために、７色の意味、ファシリテーショ

ン、傾聴力などを実践的に学びます。

★/★★
色彩コミュニケーション心理学

ベーシック講座（色彩心理学）

現在リニューアル準備中

お問合せ下さい

「色」と「人」との関係、色の意味や心理・体調に与える影響、

色で観る人の行動パターンを学び、自分や他者の理解を深め

ます。色を使ってコミュニケーション力を養います。

内面を磨く　[心理学・コミュニケーション・セラピー系コース]

目的タイプ 講座名 講座概要

★/★★
ぬり絵コミュニケーションプログラム

【STEP1】ぬり絵ナビゲーター認定講座

現在リニューアル準備中

お問合せ下さい

誰でも簡単にできるぬり絵を使って、身近な人とのコミュニケー

ションができることを目指します。子どもや高齢者も取り組みや

すいワークです。

★★

★★★

パーソナルカラーアナリスト

上級講座
お問合せ下さい

プロとしての診断力のスキルアップと、心理学をもとにお客様の

心に寄り添うコミュニケーションスキルを習得。認定者は【パー

ソナルカラーコンサルタント】の称号が与えられます。

★★
パーソナルカラーアナリストのための

メイクアップ講座

パーソナルカラータイプ別のメイクアップを実習中心で学びま

す。カラー診断後にお客様にメイクができるようになります。メイ

クはコンサルティングの満足度アップと付加価値に必須です。

★★
パーソナルカラーアナリスト

初級講座

身近な人に無料で似合う色をアドバイス。ネイルや美容サロン

などでサービスとしてカラー診断やアドバイスができるスキルを習

得します。

★★
パーソナルカラーアナリスト

中級講座

より深い12タイプベストカラー診断のスキルを習得。イベント出

店やサロンなどで、お客様にマンツーマンで有料でトータルカ

ラーコーディネートのアドバイスができるようになります。

★
パーソナルカラーアナリスト

入門講座

自分に似合う色を知って、メイク・ファッションの色選びが自分

でできるようになります。パーソナルカラーアナリストの仕事を目

指す方の入門でもあります。

★★
イエベ＆ブルベ

ベースカラーアドバイザー講座

イエローベース＆ブルーベースを専用ツールを使って3分で診断

できるようになります。イベントやセミナーでお客様に短時間で

理論に基づいたカラーアドバイスをしたい方におススメです。

★
個人コンサルティング

トータルスタイリング診断コース

パーソナルカラー診断と骨格スタイル診断で、トータルスタイリン

グをアドバイスします。フルメイク・似合う色見本付き

★ 骨格診断スタイルアップ講座

骨格診断と10種類の「襟診断ツール」を使って、スッキリ着や

せ効果の似合うデザイン・丈・素材・襟の形・柄を診断しま

す。タンスの肥やしが整理できます。

★
個人コンサルティング

パーソナルカラー診断コース

120色の色布を使って自分らしさを引き出す似合う色を診断

します。ファッション・メイクのトータルコーディネートをアドバイスし

ます。フルメイク・似合う色見本付き

★
個人コンサルティング

骨格スタイル診断コース

骨格やお顔のパーツから今の体型、ライフステージに合った似

合うデザイン、素材、柄、10種類の「襟診断ツール」を使って

小顔に見える襟の形を診断します。

外見を磨く　[パーソナルカラー・骨格診断・メイク系コース]

目的タイプ 講座名 講座概要

【分野】 興味のある分野の目安に。 [外見] 似合う色・ファッション・メイク [内面] 心理学・コミュニケーション・セラピー

[理論] 公的な資格取得 [心と脳] ポジティブ思考・目標実現 [付加価値] 本業の付加価値・独自性アップに

【目的】どうなりたい？目的やレベルの目安に。 ★ 初めての方、初心者の方、自分に活かしたい方

★★ 仕事に活かしたい方、今後仕事にしていきたい方 ★★★ 受講生・修了生の方向けスキルアップ

自分磨きから資格取得まで色と心理学が学べる

カラー総合スクール A+STYLE エースタイル

奈良市油阪町1-61 奥田ビル4F

0742-93-3500

このコースは、全てA+STYLE®が開発したプログラムです。

認定証はA+STYLE®より発行します。

このコースは、全てA+STYLE®が開発したプログラムです。

認定証はA+STYLE®より発行します。



5h×1回（5h）

￥20,900（※税込）

（教材費含）

6h×1回（6h）

￥29,700（※税込）

（教材費含）

6h×1回（6h）

￥46,200（※税込）

（教材費含）

5h×1回（5h）

￥20,900（※税込）

（教材費含）

各chapter　2h×1回

￥3,960（※税込）

（教材費含）

回数・受講期間

受講料（税別）
3h×11回（計33h）

約2.5ヶ月

￥134,000（教材費別）

3h×18回（54h）

約4ヶ月

￥218,000（教材費別）

3h×8回（24h）

約2.5ヶ月

￥98,000（教材費別）

3h×7回（21h）

約2ヶ月

￥88,000（教材費別）

5h×1回（5h）

￥34,000（教材費含）

回数・受講期間

受講料（税別）

2.5h×1回（2.5h）

¥8,000

2h×8回（16h）約4ヶ月

￥98,000（教材費）

回数・受講期間

受講料（税別）

★★
本業付加価値・独自性創造のための

カラー活用講座
講座による

モノづくりや接客業など本業の付加価値アップに活かすカラー

活用講座。様々なテーマで不定期に開催します。

★★ 傾聴・心理学・キャリアデザインなど 講座による
思考整理やキャリアデザイン、聴くチカラ・話すチカラ（傾聴講

座）など、人間関係と人生選択に関する講座

単発講座やセミナー、イベント、メルマガ会員限定講座など随時開催しています。

詳しくはHPをご覧ください。

特別講座　付加価値を磨く

目的タイプ 講座名 講座概要

【2020年1月現在】 カリキュラムや料金は変更する場合があります。

★
色×速読ハッピーメンタルトレーニング

【STAGE1】

カラーワークと速読を融合させた誰でも簡単にできる、心と脳

のトレーニングの1日体験講座です。読書速度の変化と自分

の中にある可能性に気づきます。

★
色×速読 ハッピーメンタルトレーニング

【STAGE2】

読書速度が速くなるだけでなく、トレーニングを通して、物事の

見方や感じ方が変わります。仕事・プライベート・人間関係な

ど目標を明確にして、思考と行動習慣の変容を目指します。

★/★★
色彩技能パーソナルカラー検定

【モジュール 3】対策講座

色彩技能パーソナルカラー検定[モジュール3]合格を目指す

対策講座です。

心と脳を磨く　[色×速読　ポジティブ思考・脳活性コース]

目的タイプ 講座名 講座概要

★/★★
AFT 色彩検定対策講座

【1 級 2 次のみ】

色彩検定1級2次試験合格を目指す対策講座です。

独学で受験し、2次試験のみ再チャレンジの方も受講可能。

試験日：12月　対策講座：9月

★/★★
AFT 色彩検定対策講座

【ＵＣ 級】

色のユニバーサルカラー

色彩検定協会が主催する［文部科学省後援色彩検定Ｕ

Ｃ級］合格を目指す対策講座です。高齢者や多様な方の

見え方に対応する色の選び方をマスターする新しい資格で

す。試験日：6月、11月　対策講座：4月、9月

★/★★
AFT 色彩検定対策講座

【2・3 級】

色彩検定協会が主催する［文部科学省後援色彩検定2

級］合格を目指す対策講座です。試験日：6月、11月

対策講座：3月、8月　A+STYLEの合格率：100％

★/★★
AFT 色彩検定対策講座

【1 級 1 次・2 次】

色彩検定1級（1次・2次試験）ストレート合格を目指す対

策講座です。難易度の高い資格ですが、楽しくわかりやすく指

導します。試験日：11月　対策講座：8月

A+STYLEの合格率：1次100％　2次80％

★★★
カラーセラピスト公式勉強会

chapter1～10

TCカラーセラピストのためのスキルアップ講座です。セラピストに

必要な「傾聴スキル」や14色の意味について学びます。

理論を学ぶ　[カラー資格系コース]

目的タイプ 講座名 講座概要

★★★
TC トレーナー講座

【STEP3】

TCカラーセラピスト講座【STEP1】の開講の方法を学び、ご

自宅などで教室が開けるようになります。

★★

★★★

TCカラーセラピー

ヴィジョン・スパイラル講座

TCカラーセラピー3つ目のセッションメニューです。自分の思考

パターンに気づき、自分の本当の価値観をみつけ、新しいサイ

クルを作り出します。

内面を磨く　[心理学・コミュニケーション・セラピー系コース]

★/★★
TC カラーセラピスト講座

【STEP1】

誰でも身近な人にカラーセラピーができるよう開発されたマニュ

アルと14本のカラーボトル付のカラーセラピストの入門講座で

す。ネイルやエステサロンなどのメニューにも導入可能です。

★★

★★★

TC マスターカラーセラピスト講座

【STEP2】

ＴＣカラーセラピストを取得された方のためのステップアップ講

座です。色の意味をさらに深く学びます。

このコースは、各協会主催の資格試験合格を目指す講座です。

講師の林由恵は色彩検定協会認定色彩講師有資格者です。

このコースは、全てA+STYLE®が開発したプログラムです。

認定証の発行はありません。

TCカラーセラピスト関連講座は、TCカラーセラピー本部より認定証が発行されます。

このコースは、全てA+STYLE®が開発したプログラムです。

カラー以外の本業を持たれている方へもカラーの知識や講師のノウハウを指導します。

エースタイル カラー 検索

HPスケジュール

メルマガ登録
0742-93-3500


