


オンラインエステを簡単に開業で
きるしくみ 

をご紹介します	
・開業費用なし・手間なし・リスクなしで、すぐはじめられる！	



3つのサービスが付いたオンラインエステキットを800円で、ご提供	

①独自にオンラインエステが出来ます。 
	

②エステキットには日本触覚協会による技術認証ラベルが同封され、 

マッサージ技術の差別化及びブランディングがされています。 

 

③エステキットには、お化粧品の販売とアフターフォローをサポートするLINE公式QRコード
が同封。気にいった商品があれば、お客様からそれぞれのサロンに注文が入る仕組み。 

  
 
	

 
 
	

3  コーチング技術またはカウンセリング技術が一定レベル以上の方は	

       専用のコーチルームのページを共有できます。	

      ①セテラピーのHPからコーチのルームへリンクサービス	

      ルームからファセテラピーのHPへはリンクしませんので、	

      コーチのお客様がファセテラピーHPに迷い込むことはありません。	

      ②オンライン予約・支払いの決済を独自でおこなうことができます。	

     また、化粧品のオンラインショップも行うことができます	

　　　　→有料サービスにはなりますが、低価格 (1万６千円/年)でのシステム提供になります。	

	

❶	



ファセテラピーオンラインのHP・予約オンラインシステム
を自分のサロンとしておつかいいただけます。

＊手数料は無料、技術チェックあり

❷	

料金受け取り代行	

自分のお客様の予約を受け付けできます	



顔リズム取扱開業資格 
顔リズムの販売権 
システムサポート 

営業サポート 
 

物販に興味がある	 物販とオンラインエステに興味がある	

オンラインエステ開業資格 
オンラインエステの開業 

顔リズムの販売権 
システムサポート 

営業サポート 
直営店の講師資格 

（審査あり） 

●109,800円税別 
顔リズム１台含む 
●138,000円税別 
顔リズムプロ１台含む 

ニーズに合わせて２コースからお選びいただけます 

●129,800円税別 
顔リズム１台含む 
●158,000円税別 
顔リズムプロ１台含む 

7.オンラインエステ開業資格	



今なら、顔リズムレンタル(3,980円/月)でSTART	

オンラインエステ導入レッスン 
 

35,000円税別+3,980円 
 
 

ファセテラピー生徒様だけ	



CEW: 1986年に設立された協会で、加盟者は、美容・ファッション業界，広告代理店、化粧品パッケージ会社の重要ポスト 
在職の女性を主体に170名で構成（うちエステシャン5名)	

個別化美容がアフターコロナの鍵 



1.オンライン化は世界のながれ 
	

新型コロナの流行で、世界的に美容・エステ業界はオンラインに急転換中 

“中国市場(美容業)はコロナ前の7割程度”（Glossy社(米国)のセミナーより) 

 

↓ 

 

ファセテラピーは以前から、オンライン化を含めた新技術を開発． 

↓ 

結果、ファセテラピーは業界最先端のエステに辿り着きました！ 

	

オンライン化の例 
“ソーシャルプラットフォーム” 
店舗での接客をオンライン 
に移行Winsky LuX (米国)	



　 �
“オンラインエステ” �

で新規集客を効率的に行う �
�

具体的に２つの方法についてご説明します。 �
�
�

	

2.これからはサロン&オンラインの併用が主流になる！ �



オンラインエステ(カウンセリング)とは？ �
	

申し込み	 顔リズム購入	
ファセ美容AIで 
効果チェック ファセ美容AIで 

肌診断	

タイプ❶スマホから 
肌の状態にあわせた 

美容振動マッサージがでる	

タイプ❷HPの無料エステから 
好きな美容振動マッサージを選ぶ	

または	

zoomまたはLINEでエステティシャンのカウンセリングを行う 
→顔リズムやコスメを買って終わりではなく、アフターフォローを行うことが大事。信頼と継続に繋がる。 
●正しい使い方やより効果的な使用法などをレクチャー 
●FaceTherapieコスメを使った最新の美容方法をお伝え 
●毎月のミーティング(無料）で得たキャンペーンやお得情報をお伝え 
●HPに載っている情報（6月ならAIエステや顔リズムミニやPROなど新発売など）をお伝え 



Zoomで顔リズムアフターフォロー事例	

話す内容や分量はその時々の参加者さまに
よって変えます。今回はすでにある程度使えて
いるユーザー様だったので、基本的なことよりは、
開発ストーリーや、顔リズム1日10分でいいから
続けたらこんな風になれるよ～！とビフォーアフ
ターをお見せしたり、より効果的な使い方…あた
りを重点的にお伝えしました。	
 
パワポで画面共有してお伝えしましたが、お顔
もみながら進められるのでたまに質問に答えた
り、ちょっとしたやり取りが出来て一方的になら
ないのもzoomの良さだと思います。	



参加者2名からの感想	
【40代　顔リズム使用歴１ヶ月】 
 
顔リズムって、有名大学と共同研究していたり。京
大の賞を取っていたり信頼できる商品だと改めて思
いました。自宅でできるオンラインエステは、今のご
時世にぴったりだと思います。	
	
私個人としては、心に響いたワードとして・・	
●自律神経が整う。	
●血行が良くなる。	
●お風呂上がりに使うとさらにつや肌に・・。	
がグッときましたー。	
	
明日から、朝の２０分は頑張って確保して、くすみを
なくしたいです。キメ肌になれるように頑張ります！ 
 
	

【40代　顔リズム使用歴１ヶ月半】 
オンラインレクチャーは、パワーポイントの資料
がとっても分かりやすくて、効果も視覚化されて
いたので、私も毎日頑張ろうという気持ちに改め
てなりました。毎日続けることって簡単なようで意
外と難しいので、こういったフォローの機会があ
ると、とても有り難いです。朝少し早めに起きてと
いうやり方なら、私も続けられそうです！	
 
	
あと、機械に疎いので、イヤホンを使うやり方を
オンラインで教えていただけて良かったです！早
速試してみたいと思います。写真も毎日撮ってみ
たいと思います。	
	



オンラインエステ(コーチング)とは？ �
	

 
内容は？　　エステティシャンがセルフケアーを一緒にします(約20分)。　　　　 
キット中身は？　オイル・クレンジング・エモリエントエッセンス付き 
形態は？　　グループエステとマンツーマンエステの２種類 
価格は？　　グループは1980円〜マンツーマンは3480円〜 

申し込み	 エステキットが届く	
Zoomでエステシャンの 

コーチングをうけ 
セルフマッサージ	

ファセ美容AIで 
効果チェック 



４,お客さまが美しくなるとは？ �
リピータにつながる理由 �

�
実際にオンラインエステを �

体験したお客様の声を �
まとめてみました！	



モニター感想&効果 �
１０代〜５０代まで幅広い年齢層に大好評！	
●40代　美容関係会社員	
たとえ自宅でのオンラインエステだったとしても。よしこれからきれいにな
るぞ！言う気持ちが高まりワクワクします。	

マッサージと顔リズムで、全身リラックスして骨までとろけそうになったら、
そのまま眠れる。実はこれって1番ありがたいかもしれない。最高！月3回
とかで、やりたいなと思いました。	

	 ●50代専業主婦 

	

教えていただいたマッサージは、簡単にできそうなのでまた
やってみたいと思います。	
浮腫みも取れたので、参加できてよかったです。　　　ありが
とうございました。	



●50代　エステティシャン	
マッサージは簡単だけど顔色が良くなったからビックリ！マッサージす
るオイルもいい香りで素晴らしいです。エステコーチもとても親切で優
しい方だったので、安心して受けることが出来ました。シートパックも
パッケージから取り出してすぐこれはいいものだと思いました！アレル
ギーが出ていて乾燥して赤くなってたけどシートパックが肌の奥まで浸
透してる感じで肌が明るくなりました。全てにこだわっていてすご
いー！と思いました。	
 
	●20代　会社員	

スマホ、タブレット、パソコンを凝視している生活をずっとして
いたので、久しぶりに自分の顔を鏡で見てリラックスしました。
いい時間！	
思ったように力を加減するのは難しいと思っていたのですが、
意外とお顔もスッキリしていました。最後、首が意外と凝って
るなぁと思ったので、首までマッサージしてみようと思います。
体験できて良かったです。	



●40代　派遣社員	
オンラインエステはじめてうけましたが、このスタイルとてもいいなと思いま
した。コロナで、月一エステができなくなっていた中、タイミングもバッチリで
した。先生も素敵！天女の声帯、周波数で癒し系で、セルフエステも気に
入りましたし、マッサージも普段のケアに、プラスしたいと思います。 
 
 
	

●10代　大学生	
zoomで先生と一緒にやることによってやり方もわかるし自分でやろうとすると
面倒になってやらなくなってしまうので、いいなと思いました。	
自分と先生を見比べながらできるので分かりやすかったです。	
目元のむくみが取れて顎ラインもむくみが取れました！	

●50代　会社員	
オンラインエステに参加させていただきました。はじめてのことだったので、
不安でしたが、画面の先生はにこやかで優しく、プロのエステ技術を惜しげ
なく、わかりやすく教えて下さり、大満足でした。	
　当日すぐには、効果はそんなにわからなかったのですが、翌日の肌がハ
リがあり、艶がありでびっくりしました。また、違うコースを　是非受講したい
と思います。贅沢な体験、ありがとうございました。	



5.ファセテラピーの
新しいエステ	

①HPプロにより大幅リニューアル 

洗練されたHPに生まれ変わりました。 

HPをファセテラピーのプラットフォームと
して、はじめてのお客様・ユーザー様・代
理店の皆さまに 

最新情報をお届けし、サービス提供もし
ていきます。 
	



ファセテラピーの新
しいエステ	

②オンラインエステ5月24日OPEN! 

まずは直営で、スタート。 

ここで、トライアル・試行錯誤し、最良のビジ
ネスモデルを、それぞれの個別サロンのみ
なさまにレッスン・情報提供していく予定で
す。 

 

	



ファセテラピーの
新しいエステ	

③AIエステ6月10日OPEN! 
個別化美容の最先端 
 
	
AIがお客様それぞれにあわせて、 
最適な美容振動を提供。 
顔リズムユーザーにはとても嬉しいサービスに！ 
 
オンラインエステご利用の方も、毎回ビフォーアフター 
を撮ることで、時系列にMy albumを作ってくれます。 
 
変化を感じて貰えるのが１番のモチベーションアップに 
繋がります。 



ファセテラピーの �
新しいエステ	

④ホームエステは顔リズム 

NEW!!! ＊全て税別 

39,800円の顔リズムミニ 

88,000円の顔リズムPRO 

Coming soon… 

 
従来の顔リズムはシリコン付きも（65,000円） 

＊HPには掲載しません。 

	



こんなに魅力的な商品とサービスが �
ファセテラピーにはあります！	
ファセテラピーのコスメ 

顔リズム　ミニ・PRO・シリコン加工も新発売 

オンラインエステ 

AIエステ 

etc…こんなに揃っているのがファセテラピーの強みです！ 

 

こちらを最大限に活かしていただくために 

オンラインエステの開業資格取得・お仕事に必要なカリキュラム 

をご提案します。 

 



【技術面初期レッスン内容】深谷・下原担当	



6.オンラインエステ開業資格取得レッスン	

【運営面初期レッスン内容】山内担当 
◉オンラインエステに必要なZOOM（ホスト）の使い方 

◉オンラインエステのやり方・事例紹介 

◉顔リズム関連商品の説明　 

◉注文の仕方　など 

＊お客様に使えるデータ・パワポなども提供予定 

	




