


ダイエットカウンセラー資格講座・オンライン 

一般社団法人日本ダイエットカウンセラー協会が資格を認定
発行する講座です。 

自分らしいことを始めたい方、エステティシャンなどの美容
関係者、栄養士や看護師などの方が、現場ですぐに活かせる
カウンセリング技術を習得することができます。 

資格取得後も勉強会など継続的に学べる環境を設けており、
仕事にするまでを一貫してサポートしています。 

このような悩みを解決できる講座です 

・食と健康のことを仕事にしていきたい 
・食によるダイエット指導ができるようになりたい 
・人からダイエットについて聞かれることが増えた 
・栄養関係の資格はあるが活かせてない 
・ダイエットの仕事を始めたいがやり方が分からない 
・体質に合わせたアドバイスができるようになりたい 
・アドバイスをしても相手に行動してもらえない 
・カウンセリングで何を話せばいいのか分からない 
・答えられない質問が来た時に困ってしまう 
・食事制限以外のアドバイス方法を身につけたい 



講師は現役のダイエットカウンセラー 

日本で唯一、現役ダイエットカウンセラーから知識や技術を
習得できる資格講座です。 

▼ 資格が取得できます 

ダイエットの基礎知識からカウンセリングの技術まで身につ
き、資格が取得できます。 

▼ 全く知識がないけど大丈夫かな？ 

初めての方でも分かるように基礎から教えていきますので、
全く予備知識がなくても大丈夫です。 

▼ 受講後のフォロー 

資格取得後、仕事の相談やカウンセリングの技術が磨ける場
を用意しています。ダイエットカウンセラーの仕事を希望し
ている場合は、有効活用してください。 



資格取得後に参加できる４つの取り組み 

ダイエットの仕事を形にする場合は、資格を取ったあとが大
事です。通常の資格講座は資格を取得することがゴールです
が、当協会ではそれをスタートラインと考えています。 

『ダイエットカウンセラーカンファレンス』という取り組み
を通して、仕事にするまでのステップをサポートしています。

※資格取得後、『カンファレンスメンバー』になると、次の
４つに参加できるようになります。（希望者のみ） 

１．仕事に関する個別相談 
東京九段下の教室で、個別に仕事の相談ができる時間を設け
ています。（120分・１回） 

仕事を始める際に取り組むことは、その人の方向性によって
変わってきます。お話を伺った上で、最初のステップや勉強
法などをお伝えします。 

「どんな本を読んだらいいのか？」などの質問にもお答えし
ますので、知りたいことは何でもご相談ください。 

※スカイプ対応可能です。 



２．ダイエットカウンセラーカンファレンス 
現役ダイエットカウンセラーから仕事の進め方を学んだり、
カウンセラー仲間と情報交換をする会です。 
  
１回４時間のセミナーで、春・夏・秋・冬と、年４回開催し
ています。メンバーの期間中は、どの回にも参加できます。 

先輩カウンセラーや講師に会ったり、リアルな体験談を聞く
ことでチベーションを上げ、活動の推進力を持ち帰ってくだ
さい。 

３．ダイエットカウンセラー道場 
「ダイエットや生活上の悩みを相談された時、どうやって答
えればいいか分からない。」という状況を解決する場を設け
ています。（２時間の勉強会・毎月開催） 

自然と言葉が出てくるようになるためには、自分が毎日の生
活で体験しておく必要があります。 

普段の生活でできるダイエットや心のトレーニング法をお伝
えしたり、これまでの事例を交えながら、対応の仕方を身に
つけていただきます。 

毎月開催をしており、ご予定が合うタイミングで１回参加可
能です。 



４．資格講座の再受講 
カンファレンスメンバーになると、資格講座の再受講ができ
ます。復習をしたい時など、いつでもお越しください。 

（満席の時は、ご希望の日程に参加できない場合がございま
す。） 

ダイエットカウンセラーカンファレンス、資格講座の再受講
は、メンバー期間中は何回来ていただいても大丈夫です。 

▼ カンファレンスメンバー特典について 

カンファレンスメンバーになると、 

・ダイエットカウンセラーカンファレンス（120分） 
・ダイエットカウンセラー道場（220分） 

の収録音声を１本ずつプレゼントさせていただきます。 

※カンファレンスに申し込みをするタイミングに期限はござ
いません。資格取得後か、もしくは参加できる環境が整って
からお申し込みをいただいても大丈夫です。 



▼『ダイエットカウンセラーカンファレンス』の開催風景 

目標というのは続けていけば達成できるものですが、一人で
進んでいると、どうしてもモチベーションが下がる瞬間が訪
れます。 

ここが人生の分かれ道。 

やめてしまうのか、続けるのか、その時の選択によって未来
が変わります。そんな時、モチベーションを上げられる環境
があったらどうでしょうか。 

仲間に会ったり、先輩カウンセラーにアドバイスを聞ける場



があれば、エネルギーを補充してまた進んでいけるようにな
ります。 

「ダイエットカウンセラーカンファレンス」は、その環境を
提供しています。 

ダイエットの仕事をするために必要なものは全て揃っていま
すので、理想を叶えるために、この環境を活かしてください。

学習の進め方 

専用サイトにて、動画を視聴していただく形になります。ご
入金確認後、教材一式とログインIDなどを郵送させていただ
き、そちらで学習を進めていただきます。 
 



講座の内容 

ダイエットの基礎知識から、やる気スイッチをONにする会
話術まで身につけていただきます。 

【第１章　ダイエットの基礎知識】 
食事制限ダイエットに潜む３つの問題点 
リバウンドしないダイエットの秘訣とは？ 
やせ体質をつくる２つの方向性 
インナービューティーを整える 
ダイエットを３倍加速させる方程式 
クライアントの欲求と問題の本質の見極め方 
相手の感情を捉えたカウンセリング術 

【第２章　体質別のアドバイス方法】 
老廃物がたまっている時の見極め方 
老廃物で太る原因を理解する 
なぜ腸が汚れると太るのか？ 
セルライトができる仕組みと解決策 
毒出しダイエット７つの攻略法 
水毒がたまっている時の見極め方 
水太りの原因を理解する 
水出しダイエット７つの攻略法 



【第３章　聞く技術】 
相談者に会う３分前にやっておきたい準備とは？ 
カウンセリングに入る前に相手に確認したいこと 
限られた時間内でアドバイスに迷わないための３つの軸 
相談者の目標を確認することの意味 
カウンセリングシートを元に過去の話を聞く 
過去の話を聞き出す５つのマジックワード 
カウンセリングで絶対に聞き逃してはいけない言葉 
人を行動させるカウンセラーの条件とは？ 

【第４章　伝える技術】 
代謝がよくなる食べ方テク 
太っている人は栄養不足 
ダイエットは足し算で考える 
スイーツを食べても太らない方法 
アドバイスで迷った時は２つのことに立ち返る 

【第５章　回答編】 
食欲が止まらない人へのアドバイス方法 
外食が多くパンなどを買ってしまう時の対策 
お菓子サイクルを自然と断ち切る方法 
野菜を食べも痩せない時のチェックポイント 



【第６章　やる気スイッチをONにする】 
３ヶ月後の目標を設定する 
最初の一歩を決める 
モチベーションが上がった瞬間を逃さない 
相談者が行動しない２つの理由とは？ 
やる気スイッチをONにする７つのステップ 

　　＊       ＊       ＊ 

スタートアップの不安を減らすために、受講者全員にお渡し
する５つの特典をご用意いたしました。これらを使って最初
の一歩を踏み出してください。 

スタートアップの不安をゼロにする！５つの受講特典 

ダイエットカウンセラーが現場で使っているツールをお渡し
するので、その日からカウンセリングを始められます。 

※特典４と５はカウンセリングの様子を収録している貴重な
動画で、WEB講座を受講した方のみご覧いただける限定特
典となっています。 



【特典１】カウンセリングシート 
カウンセリングの現場で使用している『カウンセリングシー
ト』のデータをプレゼントいたします。 

これがあれば、相談者の状況が見分けられるので、アドバイ
スをする時に「何を話したらいいんだろう…？」と、迷うこ
とがなくなります。 

いつでもプリントアウトできるようにダウンロードURLをお
渡ししますので、このシートを使って、相談者のダイエット
をサポートしてください。 

【特典２】カウンセリング後に渡すレポートテンプレート 
カウンセリング後に相談者に渡している『やせる新習慣のつ
くり方』というレポートのテンプレートをプレゼントいたし
ます。 
カウンセリングで話した内容を７つのポイントにまとめ、さ
らに補足説明を加え、その人だけのオリジナルダイエット法
が書き込んであるレポートです。 

「アフターフォローの方法が分からない」という時は、この
レポートを参考にコンテンツを制作してください。 



【特典３】プロが使っている食事日記 
継続カウンセリングを実施する時に使用しているオリジナル
の食事日記をプレゼントします。 

栄養に詳しくなくてもアドバイスができるように工夫がして
あり、その人に必要な栄養素が一目で分かるようになってい
ます。 

本人が記入することで必要な栄養や足りない栄養が分かるの
で、痩せる食習慣が自然と身についていきます。 

利用しているカウンセラーからは、「LINEやメールで食事の
アドバイスをする手間が省けて時間ができた」と好評をいた
だいてます。 

【特典４】３０分カウンセリングの実践LIVE：毒出しダイ
エット編 
相談者に３０分のカウンセリングを実施している様子を収録
した動画をご覧いただけます。 

短時間のカウンセリングを実施したい場合は、この動画で要
点を短く伝える技術を学んでください。３０分で話をまとめ
るカウンセリング手法が分かります。 



【特典５】６０分カウンセリングの実践LIVE：水出しダイ
エット編 
相談者に６０分のカウンセリングを実施している様子を収録
した動画をご覧いただけます。 

カウンセリングで水太りと判断した方に、ホワイトボードを
使って太っている原因やダイエットの攻略法を伝えている様
子が収録されています。 

話の入り方から質問の受け答え、水太り攻略法の説明の仕方
まで、一貫した流れが分かる貴重な動画です。 

簡単なアドバイスではなく、お金をいただくしっかりしたメ
ニューを導入したい場合は、こちらを参考にしてください。 

講座内容と特典をまとめます 

【講座】 
・第１章：ダイエットの基礎知識 
・第２章：体質別のアドバイス方法 
・第３章：聞く技術 
・第４章：伝える技術 
・第５章：回答編 
・第６章：やる気スイッチをONにする 



【特典】 
１．カウンセリングシート 
２．カウンセリング後に渡すレポートのテンプレート 
３．プロが使っている食事日記 
４．３０分カウンセリングの実践LIVE：毒出しダイエット編 
５．６０分カウンセリングの実践LIVE：水出しダイエット編 

（※動画の視聴時間 合計２５６分） 
    

受講料や資格認定料について 

教材： テキスト１冊、カウンセリングシート 
受講料： ４８，０００円（税込み） 

資格を発行する場合は、受講後に認定料5,400円が必要です。
資格は名刺に書いたり、ブログやホームページに掲載をする
など、ご自由にお使いください。 

※資格は年度更新料はかかりません。一度取得すると永続的
に保有できます。 

▼ カンファレンスメンバーになる方法 

資格取得後にカンファレンスメンバー年会費10,800円のお支
払をいただくと、勉強会などに参加できるようになります。



※資格認定料や、カンファレンスメンバー年会費のお支払い
は任意です。講座の受講だけで資格発行やカンファレンスの
参加が必要ない場合は、お支払いの必要はございません。 

お申し込みから資格取得までの流れ 

申し込みフォームに必要事項をご記入いただくと、ご注文確
認メールが届きます。 
↓ 
コンビニ決済と銀行振込の場合は、ご注文確認メールの内容
をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。 
クレジット決済の場合は、ご注文時にクレジット決済を行う
ので、その場で手続き完了となります。 
↓ 
入金の確認ができましたらテキストを発送いたします。テキ
ストは１週間ほどで到着いたします。 
↓ 
テキストが届きましたら、同封されている受講者IDとパスワー
ドを使い、講座ログインページよりログインしてください。 

（講座ログインページ入り口は、決済完了後に送らせていた
だくメールに記載されています。） 



※受講を開始してから、30日間視聴可能です。この期間内に
学習を進めてください。期間を過ぎると自動的にログインで
きなくなります。 
↓ 
全ての講座の視聴が完了すると、受講画面の最終章に「認定
試験」の項目が出てきます。「見る」のボタンをクリックす
ると、試験の説明ページに移動します。 
 

認定試験は、カウンセリングの実践です。学んだことを元に
１名の方にカウンセリングを行い、その実践レポートを提出
していただきます。 



上記の画面で「見る」ボタンをクリックすると、試験の提出
フォームが出てきます。そちらに５つの問いがあり、それに
答えるように、実践した様子を書き込んでいただきます。 

↓ 

提出をしていただいた時点で合格となり、メールで資格認定
料5,400円の振込先口座をご案内させていただきます。お振
り込みが確認できましたら、ご自宅に資格証を郵送させてい
ただきます。 

▼ お申し込みについて 

お申し込みをされる場合は、次のフォームに必要事項を
ご入力ください。 
　　　 

> お申込みはこちらをクリック <  

講師：細江啓太郎 

1977年生まれ、千葉県出身。ダイエットカウンセラー。 
一般社団法人日本ダイエットカウンセラー協会代表理事。 

https://shop.manabilabo.com/html/products/detail/9


 
東京九段下の教室で、体質別ダイエット講座やダイエットカ
ウンセラー道場を開催。心と体を整えるダイエットの専門家
を養成する活動を行っている。 

野菜やフルーツを食べる習慣を広めるため、320種類の体質
別スムージーレシピを開発し、全国でスムージー教室を開催。



工事現場で働いていた時にヘルニアになり、母親に食事療法
で治してもらったことをきっかけに健康の道に進む。 

2012年に和作美ダイエット学校を設立。食事制限が苦手な人
に体質別の痩せる食べ方を指導し、ダイエットを成功に導い
ている。 

2014年に日本最大のダイエット協会で生徒数1番の講師にな
り、MVPを受賞。 

iTunesで配信中のポッドキャスト「世界一受けたいダイエッ
トの授業」は、フィットネス/栄養ジャンルで24週連続1位を
獲得。 

趣味はパステル画とヨガ。


