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それでは、どうぞよろしくお願い致します。
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楽楽楽楽しいをしいをしいをしいを仕事仕事仕事仕事にするにするにするにする！！！！

あなたもあなたもあなたもあなたも食品食品食品食品サンプルサンプルサンプルサンプル制作制作制作制作のインストラクターになってのインストラクターになってのインストラクターになってのインストラクターになって活躍活躍活躍活躍しませんかしませんかしませんかしませんか？？？？

「「「「修業修業修業修業」「」「」「」「大大大大きなきなきなきな設備設備設備設備」」」」一切必要一切必要一切必要一切必要ありませんありませんありませんありません。。。。

2222 日間日間日間日間のののの講習講習講習講習でででで

「「「「食品食品食品食品サンプルサンプルサンプルサンプル制作技術制作技術制作技術制作技術」」」」とととと「「「「教室教室教室教室のののの運営運営運営運営ノウハウノウハウノウハウノウハウ」」」」をををを修得修得修得修得できますできますできますできます。。。。

はじめまして

「一般社団法人 日本食品サンプルアート協会」

代表理事 今井規雄と申します。

ブログやホームページ、出版、テレビや雑誌にも、たまに出て

いたりするので、私の事をご存じの方もいるかもしれませんが、

私は「食品サンプル作りをジャパンポップカルチャーに」を合言葉に、趣味の食品サ

ンプル作りの楽しさを体験して貰うための活動を行っています。

また、趣味の食品サンプル作り以外では、中国で 10 年ほど食品サンプルの製造販売を

行っており、おかげさまで中国国内での販売実績は日本一を達成しています。

今回そんな私がこのページであなたにお伝えしたいのは、「食品サンプル教室やイベン

トを開催できる、食品サンプル制作のインストラクターに、あなたもなってみません

か？」と言う事なのですがもしあなたが、長く辛い修業などせず、短期間の講習を受

けるだけで、食品サンプル作りの教室やイベントの開催を出来るインストラクターに

なれると言ったら信じられますか？

しかも、作れる作品は飲食店の店頭で見かける、あの食品サンプルと同じレベルのク

オリティーで・・・・・。

「職人技」「特別な技術と設備」と言った、今までの食品サンプルのイメージからは信

じられないかもしれませんが、 これから紹介する趣味の食品サンプル制作の技術

【今井メソッド】を活用すれば、あなたも短期間で食品サンプル制作の技術を習得し、

教室やイベント開催して活躍する事が出来るようになります。



教室開催教室開催教室開催教室開催のののの依頼依頼依頼依頼をををを 90909090％％％％断断断断っていますっていますっていますっています。。。。

「趣味で作る食品サンプル」というのは私今井が作り出したもので、趣味で食品サン

プルを作る事が出来るなんて、まだ一般的にはほとんど知られていません。

ですが、昨今のクラフトブームの影響もあり、食品サンプルが持つあの不思議な魅力

と面白さに引かれて、自分で作ってみたいと思っている人はとても多いのです。

事実、私は都内のあるコミュニティーセンターで、参加料 3000 円の制作教室を不定期

開催しているのですが、この際に行う集客活動はセンター内でのチラシ配布だけにも

かかわらず、開催するたびに 20～30 人ほどの参加者が集まります。

このコミュニティーセンターでは、ほかにも趣味の講座を開催しているのですが、他

の講座は参加費無料でも多くて４～５人しか参加者が集まらないらしく、施設の人達

も食品サンプル教室の人気に驚いていました。

また、他にも食品サンプル制作教室を開催してほしいという施設やカルチャーセンタ

ーは多く存在しますが、開催場所が遠方などの問題で、「食品サンプル教室を開催して

ほしい」と要望があっても、現在はほとんどお断りしている様な状態なのです。

なぜなぜなぜなぜ食品食品食品食品サンプルサンプルサンプルサンプル屋屋屋屋はははは趣味趣味趣味趣味のののの教室教室教室教室をををを開催開催開催開催しないのかしないのかしないのかしないのか？？？？

今書いた様に、食品サンプル教室を開催してほしいカルチャースクール等の施設はた

くさんあるのですが、私以外の食品サンプル屋さんは制作技術があるにもかかわらず、

趣味の食品サンプル教室の開催をほとんど行ないません。

これは一般的な食品サンプル屋さんの技術では、制作の際に大きな設備が必要になる

ため、工場以外で食品サンプルを作る事が出来ないからです。

一般的な食品サンプル屋さんの技術で工場以外の場所で作る事が出来るのは、テレビ

などでも見かける「ロウで作る天ぷら」、あれぐらいなのです。

（他には組み立てるだけのパフェぐらいなら作れます。）

「趣味の食品サンプル作り」には、「飲食店用の一般的な食品サンプルの技術」とは違

う、趣味で作る用の技術が必要です。

そのため、「趣味の食品サンプル作りを楽しみたい」「食品サンプル教室を開催してほ

しい」そう思っているカルチャーセンター等の施設がたくさんあっても、私以外の食

品サンプル屋さんはほとんど食品サンプル教室の開催を行う事がないのです。



イチゴをイチゴをイチゴをイチゴを 1000100010001000 個個個個 捨捨捨捨てましたてましたてましたてました

では、逆になぜ私は趣味の食品サンプル制作教室やイベントを開催を出来るのか？そ

れは私が考え出した趣味の食品サンプル制作の技術、「今井メソッド」のためです。

この「今井メソッド」は一般的な食品サンプル屋さんの技術と違い、制作の際に大き

な設備を必要としません。

そのため専用の工場でなくても、自宅の部屋やカルチャーセンター等の一室で食品サ

ンプル制作が出来るのです。

と、まあ、簡単に書いていますが、この「今井メソッド」が完成するまでには・・・・

「新しい材料を見つける」

→ とりあえず購入して使用 → イメージ通りに使えない → 廃棄

「新しい作り方を思い浮かぶ」

→ 試作してみる → イメージ通りに作れない → 廃棄

これを何度も何度も繰り返し、結局今の形になるまでに 2年程の時間がかかっていま

す。

材料をイチゴやアイスなど、さまざまな形に中国で加工して、加工したイチゴやアイ

スなどのパーツを日本では組み立てて楽しむ。なんて事も試してみましたが、もろも

ろの事情で 1000 個のイチゴ、500 個のワッフル、300 個のアイス、等々を廃棄すると

いう、悲しい事態にもなったりしました。（泣）

しかし、その甲斐もあって、設備を使用しないで作る趣味の食品サンプル制作の技術

「今井メソッド」は完成したのですが、この今井メソッド使用して制作すれば、設備

を使用せずに作るのはもちろん、職人技や難しい技術なども必要なく、初めての人で

も食品サンプル作りを楽しむ事が出来るのです。



あなたにもこんなあなたにもこんなあなたにもこんなあなたにもこんな食品食品食品食品サンプルがサンプルがサンプルがサンプルが作作作作れますれますれますれます

それでは、今井メソッドを使って作った食品サンプルをご紹介します。

これはほんの一例なので、ここで紹介している以外にも、あなたが作りたいと思うメ

ニューを作る事が可能です。

また、ここで紹介しているのはベーシックな食品サンプルなので、アレンジしておも

しろい作品に作る事も出来ますし、アイデア次第で雑貨などを作る事も出来ます。

３段ハンバーガーとポテト シロップがおいしそう

親子丼 卵が半熟です。 パリパリの焼き加減が絶妙！

カレー・シチューも作れます。 山盛りのクッキー



熱々グラタン 枝豆の食べ殻もあります。

肉じゃが 癒やされます。 モーニングセット

ラーメンだって作れます。 パスタもいろいろ作れます。

持ち上げピザ シュークリームだって簡単



カレーの応用です。 人気の寿司！

⼩籠包 中のスープも作れます。 出汁巻 かわいいです。

唐揚げ 油っぽい表現もOK 好みの焼き鳥を作れます。

ジューシーなステーキ 焼き色とタレがポイント



初初初初めてでもめてでもめてでもめてでも職人職人職人職人とととと同同同同じようなじようなじようなじような作品作品作品作品がががが作作作作れるれるれるれる理由理由理由理由

「今井メソッド」を使えば大きな設備など使用せず、職人技や特別な技術などなくて

も、食品サンプル作りが出来るようになると言う事は分かってもらえたと思うのです

が、「今井メソッド」の本当のすごい所はそこではありません。

「今井メソッド」で作る趣味の食品サンプル制作の本当のすごさは、大きな設備や職

人技など使わず、さらに初めての人でも職人と同じクオリティーで、趣味の食品サン

プル作りが楽しめるという事です。

では、なぜ今井メソッドを使用して作る食品サンプルは、初めての人でも職人並みの

作品作りが出来るのか？

それは、「今井メソッド」は趣味の制作と言えども、制作の工程や基本的な技術は

一般的な食品サンプル屋さんと制作の工程、基本的な制作技術は同じだからです。

今井メソッドでは、大きな設備を使用しなくて制作できるようになっていますが それ

以外は、基本的な技術、工程はプロの食品サンプル職人さんと同じものなのです。

そのため、趣味の食品サンプル作りとはいえ、職人と同じようなクオリティーで作品

を作る事が出来ます。

余談ですが、食品サンプル教室というと「ロウのてんぷら」制作を思い浮かべる人が

多いのですが、ロウの天ぷら作りなどは観光客相手の作品で、初めての人が職人さん

レベルの作品を作る事は出来ません。

テレビで見る「ロウの天ぷら作り」は、テレビの演出があるのでかなり面白く見えま

すが、正直なところ初めての人にはそれほどクオリティーの高い制作はできません。

ロウのてんぷらなどの体験制作は、あくまでも観光客用の食品サンプル制作風の体験

なのです。

こんなチョコもありです。 生姜焼き 簡単なんです。



あなたにインストラクターになってあなたにインストラクターになってあなたにインストラクターになってあなたにインストラクターになって頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい

ここまで読んで頂いて、「今井メソッド」を使用すれば、設備なしで、職人技や特別な

技術がなくても、初めての人が職人並みの食品サンプル作りを楽しめる。という事は

分かって頂けたと思います。

では、その「今井メソッド」を使用して、私はあなたにどうしてほしいのか・・・・・。

冒頭でも書きました通り、私はこの「今井メソッド」を使って、あなたに食品サンプ

ルの制作インストラクターになって頂きたいのです。

特に・・・・

◎食品サンプルが大好きで食品サンプルに関わる仕事がしたい人

◎自分で趣味の教室を運営したいと考えている人

◎すでに教室運営していて、集客できる新しいコンテンツを探している人

◎食品サンプルが大好きで食品サンプルに関わる仕事がしたい人

◎自分で趣味の教室を運営したいと考えている人

◎すでに教室運営していて、集客できる新しいコンテンツを探している人

このような人達には、趣味の食品サンプル制作インストラクターは、大きなチャンス

になると思いますので、ぜひともインストラクターとなって活躍してほしいのです。



子供子供子供子供もももも大人大人大人大人もももも真剣真剣真剣真剣にににに楽楽楽楽しんでますしんでますしんでますしんでます

「今井メソッド」での食品サンプル作りでは、職人技も設備も必要ないため

カルチャー教室や近所のコミュニティーセンター等で、食品サンプル教室やイベント

を開く事が出来ます。

私が講師を務めた食品サンプル教室の雰囲気を感じてみて下さい。

グラスにコーラを注入 きれいにグラスを磨いてね

コーラを混ぜてます。 大きなドライヤー

背中から真剣さが伝わります。 話しかけないで！



シロップをかけてます。 どうですか？ホットケーキ

夏休みの教室にて 日本人だけじゃありません

参加者は⼥性が95％ ピザのフォトフレーム作成

トマトをどこに置きますか？ ピザの盛りつけ中



フレームのどこにピザを置く？ 持ち上げパスタも作れます。

パスタの形に個性が出ます。 麺をしっかりと持ち上げます。

寿司だって握れます。 好きなネタでどうぞ

真剣に説明を聞いてます。 焼き鳥はタレが命



生ビールで乾杯 う〜〜ん いい感じ

友達が出来るのも楽しい！ ちょっと泡が多すぎた・・・

泡にセンスが出るんですよね。 大人気の食品サンプル教室

トーストを時計にしました。 バターだってありますよ。



技術技術技術技術のののの価値価値価値価値をををを考考考考えてみてえてみてえてみてえてみて下下下下さいさいさいさい

「今井メソッド」では、設備もなし、特別な技術もなし、初めての制作でも職人と同

じような食品サンプルを作る事が出来ると、先ほどから何度もご説明しました。

これは食品サンプル業界では今までに無い、すごい事なのは何となくわかって頂いて

いると思うのですが、「今井メソッド」「認定資格」の本当の価値にあなたは気づいて

いるでしょうか？

このページでも説明しました通り、趣味で食品サンプルを作ってみたいという潜在需

要はあります。

しかし、その需要を提供できる技術者になるには、現在の所、私の講座を受講するし

かありません。（今後も私の講座を受講する以外ないとは思いますが・・・。）

今後、資格の取得者が大幅に増えれば分かりませんが、今現在、当分の間は教室開催

者が大幅に増えて、食品サンプル教室同士で過当な参加者の獲得競争など、ほとんど

おこりません。

また、食品サンプル教室を運営するには、技術以外に運営ノウハウが必要ですので、

認定講座を受講していない場合、食品サンプルの作り方を知っているというだけでは、

自分で食品サンプル教室の開催運営を行う事はかなり困難です。

食品サンプル以外の趣味の教室では、器用な人が独学で学んで、資格は取得していな

いけれど、自分で教室を運営していたりする事がありますが、食品サンプル教室に限

ってはそれはまずありえません。

そのため、認定資格を取得している人と、取得していない人との差が明確に出ます。

器用な人に見よう見まねで教室を開催されたりして、資格取得者の技術的優位性、技

術の価値が落ちる事がほぼ考えられません。

認定資格を取得すれば、それだけで教室に受講生が大勢集まると言う事はありません

が、この「食品サンプル制作 認定インストラクター」の資格の価値を、他の趣味系

の資格とよく比べてみてほしいのです。

他の趣味系の資格と比べた時、必ずこの資格と技術の価値が高い事を理解できると思

います。



なぜなぜなぜなぜ「「「「今井今井今井今井メソッドメソッドメソッドメソッド」」」」をををを教教教教えてしまうのかえてしまうのかえてしまうのかえてしまうのか

「今井さん、なぜそんなに貴重な技術を人に教えてしまうのですか？」

「自分一人だけで技術を独占して、ぬくぬくと仕事すればいいのでは？」

なんて、あなたは思っているかもしれません。

正直な所、私も誰にも教室開催のノウハウや今井メソッドを教えたいとは思っていま

せん。

なぜなら、このまま誰にも教えなければ、私は趣味の食品サンプル作りの分野では、

ずっと頂点にいる事が出来ます。

いつも偉そうにして、チヤホヤされることが出来ます。

ですが、私の目標の「食品サンプル作りをジャパンポップカルチャーとして世界に広

める」というものを達成しようと考えた時、私一人の力では、絶対に達成できないと

身をもって実感しました。

「世界に趣味の食品サンプル作りを広めて、その頂点に偉そうに私が君臨する」そん

な事を考えて、2年ほど一人でいろいろと頑張ってみました。

そして、よ～～～～～く分かったのです。

私一人の力では世界どころか、日本にも広まらない事が・・・・・。（汗）

先ほども書きました通り、今でも出来れば技術を独り占めして威張っていたい、そん

な心の小さい事を考えています。

でも、やはり趣味の食品サンプル作りを世界にまで広めるのなら、私より才能があっ

てセンスの良い人たちに、技術やノウハウを提供して、趣味の食品サンプル作りを磨

き育ててもらうべきなのです。

技術やノウハウを教えてしまう理由

一言でいえば、それは

自分の能力の限界に気づいたから。と言う事になります。

（早めに気づいてよかったです。笑）



人人人人をををを笑顔笑顔笑顔笑顔にすることであなたのにすることであなたのにすることであなたのにすることであなたの毎日毎日毎日毎日がががが輝輝輝輝くくくく

最後に、もしあなたが認定インストラクターとなった時に、あなたがどんな風に変わ

るのか、ちょっと想像してみて下さい。

あなたが認定インストラクターとなって、参加者の人たちに食品サンプル作りの楽し

さを伝えると

教室の参加者にはありがとうと言われます。

しかも、お金を払ってもらって。

今あなたの生活でありがとうと言われる事は、どれくらいありますか？

仕事をしたり、家事などをしても当たり前、文句は言われてもありがとうと言っても

らえる事は少ないのではないでしょうか？

そして、食品サンプル制作の楽しさに、参加者のほとんどの人が笑顔になります。

あなたの行動によって多くの人が笑顔になるのです。

自分以外の誰かを笑顔にする事で、自分の心が満たされ、輝いた充実した日々を過ご

せます。

イメージしてみて下さい、あなたの教室の参加者の人たちが笑顔になるところを。

そして、「先生ありがとう」と言ってもらえるところを。

イメージするだけで、なんだか心が温かい気持ちになりませんか。＾＾

インストラクターとなって教室の運営やイベントの開催をすると、正直なところ、良

い事ばかりではありません。

認定資格を取ったから、食品サンプル制作の技術を覚えたからと言って、何も行動せ

ずにあなたの教室に大勢の参加者が集まるなんて事もありません。

参加者を楽しませるための勉強や努力もしなくてはいけませんし、教室の参加者を増

やすために集客活動なんかもしなくてはいけないかもしれません。



自分の思うような作品が作れない。なんてスランプに陥る事もあるでしょう。

でも、そんな労力と責任を背負っても、参加者の方からもらえる「ありがとう」と「笑

顔」には頑張るだけの価値があります。

もし、あなたが認定インストラクターになって活躍する事、食品サンプル作りを仕事

にする事に興味があるのなら、インストラクター認定講座の受講は大きなチャンスと

なるかもしれません。

会場であなたに会えるのを楽しみにしています。

今井規雄

◆インストラクター講座に申込む → http://ffpp.jp/?pid=54589993

◆体験講座に申込む →http://ffpp.jp/?mode=cate&cbid=1454000&csid=0



【【【【 食品サンプル制作食品サンプル制作食品サンプル制作食品サンプル制作 インストラクター認定講座インストラクター認定講座インストラクター認定講座インストラクター認定講座 講座案内講座案内講座案内講座案内 】】】】

本講座案内ではインストラクター認定講座受講に関する詳しい説明と、認定資格取得

後の活動例などをご紹介します。

本案内を参考に講座受講をご検討下さい。

講座受講、認定資格の取得を検討する際に、よく見極めて頂きたいのは「趣味の食品

サンプル制作」のコンテンツとしての魅力と可能性です。

趣味の食品サンプル制作には集客出来る魅力があるのか

今後どんな活動や活動場所が考えられるのか

趣味の食品サンプル制作の魅力と可能性をよく考え見極めて受講を検討して下さい。

■■■■趣味趣味趣味趣味のののの食品食品食品食品サンプルサンプルサンプルサンプル制作制作制作制作のののの技術技術技術技術【【【【今井今井今井今井メソッドメソッドメソッドメソッド】】】】とはどんなとはどんなとはどんなとはどんな技術技術技術技術なのかなのかなのかなのか

インストラクター認定講座で修得して頂く【今井メソッド】とは、日本食品サンプル

アート協会代表理事の今井が発案した、趣味の食品サンプル制作用の技術です。

今井メソッドを使用すれば、大きな設備や特別な技術は必要なく食品サンプル制作を

行う事が出来るため、自宅の部屋やカルチャーセンターなどで食品サンプル制作を行

う事が出来ます。

■■■■「「「「他他他他のののの食品食品食品食品サンプルサンプルサンプルサンプル業者業者業者業者のののの体験教室体験教室体験教室体験教室」」」」とととと「「「「今井今井今井今井メソッドのメソッドのメソッドのメソッドの教室教室教室教室」」」」のののの違違違違いいいい

他の食品サンプル業者の体験教室は「ロウ」を基本材料としているため、制作できる

メニューが極端に限られます。

そのため、ほとんどの体験教室は「天ぷら」しか作れません。

（東京スカイツリーではパスタも出来るみたいです。）

また、ロウでの制作のため、作った食品サンプルは簡単に壊れてしまいます。

ロウの天ぷら作りはテレビなどで見ると、演出されているのでとても面白く見えます

が

実際には初めての人が本物そっくりの作品を作るのは簡単ではありません。

さらに、体験教室の内容向上などはまったく考えられておらず、「作品をとにかく作ら

せて終わり」と言うような状態で、一言で言えば「観光客相手に食品サンプル制作風

の体験をさせる」これが他の食品サンプル業者の体験教室です。



今井メソッドでの食品サンプル制作は、専用の樹脂を使うため作れる作品に一部例外

を除いて、ほぼ制限はありません。

教室開催者が自分で作る作品を決定して教室を開催する事が出来ます。

また、樹脂での制作のため、制作した食品サンプルが簡単に壊れる事はありません。

さらに、今井メソッドでの食品サンプル教室は、作品の完成だけにこだわるような事

はせず、制作過程の面白さも重要視しているため、食に対する知識や新しい発見をし

てもらったり、創造性を生かすような作品作りを楽しめます。

今井メソッドでの教室は、食品サンプルの作り方を教える事ではなく、食品サンプル

制作を通して、楽しい時間を体験してもらうのが目的です。

■■■■教室教室教室教室のののの運営運営運営運営ノウハウとはどんなノウハウとはどんなノウハウとはどんなノウハウとはどんな物物物物なのかなのかなのかなのか

食品サンプル教室の運営は制作技術だけではできません。

趣味の食品サンプル制作は趣味の制作と言えども、制作時間は簡単なものでも１時間

以上、少し凝ったメニューでは５時間、６時間、もしくはそれ以上となる物もありま

す。

実際の教室では制作の時間が限られるため、すべての制作工程を参加者に作ってもら

う事が出来ない場合があります。

そんな時、教室運営者には開催時間に合わせた制作工程の短縮が求められますが、制

作工程の短縮は制作過程の面白さに大きく関係しますので、教室運営者には制作工程

のコーディネート能力が必要になります。

また、それに合わせた教室開催の段取りと、作品レシピ開発の技術が必要になります。

インストラクター認定講座では、このような教室開催におけるノウハウも受講内容に

含まれています。



■■■■認定資格認定資格認定資格認定資格をををを修得修得修得修得するとどうなるのかするとどうなるのかするとどうなるのかするとどうなるのか

まず、資格取得をしたと言う事は、基本的な食品食品サンプル制作の技術が身に付い

ているのと、教室の開催ノウハウを会得しているので、自分で食品サンプル教室の開

催が出来るようになります。

カルチャーセンターと契約して教室を持つ事も出来ますし、ご自身でコミュニティ-セ

ンター等に部屋を借りて教室を開催する事も出来ます。

教室も大人の少し凝った内容の教室から、子供の簡単な教室まで、いろいろと状況や

ニーズに合わせて開催が出来ます。

その他、企業や自治体などのイベントにて教室を開催する事なども可能です。

認定資格を取る事できるようになる活動は、他にも様々な可能性がありますので、積

極的に活動方法を考えてみて下さい。

■■■■主主主主なななな活動場所活動場所活動場所活動場所とととと、、、、技術技術技術技術とととと資格資格資格資格のののの生生生生かしかしかしかし方方方方

趣味の食品サンプル制作はまだまだコンテンツとして未開発段階です。

どうぞあなたのアイデアで新たな活動場所を見つけて下さい。

◎主な活動場所

・カルチャー教室内での教室開催

・コミュニティーセンター等の部屋を借りて、教室の自主開催

・企業や商業スペースでの体験教室の開催

◎主な教室の形態

・大人の趣味教室

・子供の教室

・夏休み教室等、季節に合わせた教室の開催



■■■■インストラクターとなってインストラクターとなってインストラクターとなってインストラクターとなって活躍活躍活躍活躍するとあなたがするとあなたがするとあなたがするとあなたが得得得得られるられるられるられる物物物物

これは人それぞれの感じ方や努力によっても変わるので、一概には言えませんが

大きく分けると「金銭的なもの」と「精神的なもの」の二つを、インストラクターに

なって活躍するとあなたは得ることが出来ます。

まず、「金銭的なもの」 要するにお金ですが、あなたの開催する教室やイベントに

参加者が集まれば、あなたは収入を得ることが出来ます。

収入金額は「制作技術」以外の要素も大きいので、何ともいえませんが、近所でアル

バイトする位の金額の収入を上げることは、特別難しいことではありません。

（収支例については後記しています。 参考にして下さい。）

そして、「精神的なもの」 あなたは普段、あなたの行動に対して「ありがとう」の言

葉を言ってもらえる事はどれくらいありますか？

家事や仕事、やって当たり前のように扱われ、文句は言われても感謝される事は少な

くありませんか？

自分の教室を持って先生になると、あなたに「ありがとうございます。」と、生徒さん

達はお金を払って感謝してくれます。

そして、あなたの事を「先生」と呼んで慕ってくれます。

「先生と呼ばれてありがとうと言われる」 つまらない事かと思うかもしれませんが

とりあえず、一度想像してみて下さい。

あなたが、先生と呼ばれて、生徒さん達にありがとうと感謝される姿を・・・・・

たしかに、クオリティーの低い教室を提供すれば、感謝ではなく罵倒されるでしょう。

そして、クオリティーの高い教室を提供し続けるには、大変な事もたくさんあるでし

ょう。

しかし、自分が好きな事、楽しい事での努力なら、がんばれそうな気がしませんか？

ぜひ、インストラクターとなって活躍し、お金だけでなくあなたの教室の生徒さん達

に楽しい時間を提供し感謝され、あなたの日々の生活が充実し人間的に成長出来る、

そんな環境を得てみて下さい。



■■■■資格資格資格資格のののの価値価値価値価値

この食品サンプル制作認定インストラクターの資格の価値は「希少性」と「独自性」

です。

他の趣味の資格取得では、一つの分野でたくさんの資格発行機関があるため、すぐに

資格取得者が飽和し資格の価値が高まりません。

食品サンプル制作インストラクターの資格取得には、当協会の講座を受講する以外方

法がありませんので、資格の乱発による有資格者の飽和が起こりづらく、資格自体の

価値が極端に下がることはありません。

また、教室の開催には制作の技術だけでなく、教室の開催ノウハウも必要になるため

技術を独学で覚えた人が無資格で教室を開催する事が難しく、無資格者による教室の

開催等で、有資格者の開催する教室の価値が下がる事がありません。

今後、この資格がどれくらいの人が取得するかにもよりますが、まだまだしばらくの

間は過度な競争もなく、有資格者の立場を大いに生かして活動する事が出来ます。

あなたは「職人さんが作るような作品を作れる食品サンプル教室がある」と言われた

ら

参加してみたいと思いませんか？

「天ぷら以外の作品が作れる食品サンプル教室」楽しそうですよね？

でも、そんな食品サンプル教室があるって、あなたは知っていましたか？

今、趣味の食品サンプル作りはそんな状況です。

ぜひ、あなたが教室を開催して、食品サンプルファンの人達を楽しませて下さい。

■■■■協会協会協会協会からのサポートからのサポートからのサポートからのサポート

他にもこんなサポートをしてほしいと言うご要望があればぜひご連絡下さい。

インストラクターの活動をサポート出来る事であれば、積極的に取り入れていきます。

・スキルアップのためのセミナー開催

・趣味の食品サンプル制作認知向上のための広報活動 イベント開催

・当協会の HP 等のメディアで認定インストラクターの教室告知

・集客のためのアドバイスとサポート

・カルチャーセンターへの登録交渉」



■■■■受講日数受講日数受講日数受講日数とととと学学学学びびびび方方方方

認定資格を取得するには２日間の講座受講とその後の作品自主制作を行って頂きます。

通常のカリキュラムで講座に通って頂いた場合、週１回４時間の講座を受けて頂いて

も２ヶ月以上かかるため、受講費用、通学の時間とかなりの負担となります。

そこで基本的な技術は講座受講と言う形で対面で直接指導し、その後学んだ基本技術

を元に自宅にて作品制作を行いスキルアップ、教室の開催を目指して頂きます。

受講する講座の内容は特に重要な部分だけを凝縮して指導し、自主制作では効率よく

スキルアップするよう作成し、短期間で教室の開催が出来るようになります。

また、講座受講時に制作するレシピは、そのままあなたの教室開催時に使用できる物

となっていますので、このレシピをそのまま使用して教室を開催する事が出来ます。

当協会の開講する講座の講座内容・受講スタイルは、出来るだけ早く実践して活躍し

たい人におすすめとなっています。

◎◎◎◎受講日数受講日数受講日数受講日数

１日目 基本技術講座（９時間）

２日目 インストラクター認定講座（９時間）

※認定資格は２日間の受講後に発行されます。

※講座の受講時間は状況により若干前後します。ご了承願います。

※開催場所は各回変わりますので、お申込みの際にご確認下さい。



■■■■講座受講内容講座受講内容講座受講内容講座受講内容

【【【【 基本技術講座基本技術講座基本技術講座基本技術講座 】】】】

型取りの基本 ・ 樹脂成形の基本 ・ 着色の基本

デコレーションの基本 ・ 味の表現方法基礎

基本技術講座では、ホットケーキの制作を行い、型取りから完成まで基本的な制作工

程を一通り学ぶことが出来ます。

複数の作品を作ることはせずに、一つの作品をじっくりと作り、各制作工程の基本を

しっかりと学びます。

いわゆる手先の技術だけでなく、「魅力ある作品を作るにはどうすれば良いのか？」作

品作りの基本的な考え方なども学べます。

【【【【 インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター講座講座講座講座 】】】】

レシピ制作の基本 ・ 教室運営段取りの基本

ドリンクの制作基本 ・ フェイクソースの取り扱い・教室運営の基本

ドリンクの制作基本とフェイクソースの取り扱い基本、作品制作の幅を広げるために

必要な技術を学び、教室の段取りから運営方法まで、面白くてリピートされるための

教室運営方法を学びます。

■■■■再受講制度再受講制度再受講制度再受講制度

当協会では認定資格を無責任に多数発効することを目的とはしておりません。

しっかりとした技術の有資格者の育成と活躍を目的としております。

そのためインストラクター認定講座には再受講制度があります。

講座受講後 1年間は同講座を実費負担だけで、何度でも再受講する事が出来ます。

（実費＝講座受講時に使用する材料代だけお支払い下さい）

基本技術講座・インストラクター講座 2日間とも受講する事も可能ですし、どちらか

の講座だけを受講する事も可能です。

短期間での技術修得に不安の方、また受講後に疑問などの解決、復習の場がほしいと

考えている方は、どうぞご活用下さい。

※ご希望日が定員の場合には初回受講者の方が優先となります。ご了承願います。

※再受講日のスケジュールは別途お問い合わせ下さい。



■■■■認定認定認定認定インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター特典特典特典特典

認定インストラクターとなり、当協会会員組織「フェイクフードラボ」に入会すると、

さまざまな特典を受けることが出来ます。

①専用材料の割引購入

樹脂やシリコーンなど食品サンプル制作に必要な材料を、割引価格にて購入すること

が出来ます。

②限定材料の購入

一般には市販していない材料等の購入も出来るようになります。

（飲み物用材料、人工米、パスタ麺、等）

③認定講座の受け付け及び、基本技術講座の開講

認定資格者は当協会が行っている、インストラクター認定講座の受け付け及び、基本

技術講座の開講をすることが出来ます。 （詳細は下記をご確認下さい）

④スキルアップセミナーへの優待（有料）

新しい教材等の技術セミナーを開催の際には優待価格にてご参加できます。

⑤教室開講のサポート

教室開校時には集客のアドバイス、カルチャー教室への契約交渉等、開講に関しての

サポートを受けることが出来ます。

カルチャー教室との契約の際には、実績がないと難しい部分がありますが、協会を通

しての交渉ならスムーズに交渉が出来ます。

■■■■本気本気本気本気なあなただけへのなあなただけへのなあなただけへのなあなただけへの特別特典特別特典特別特典特別特典

①材料プレゼント

講座受講時に 13,683 円分の材料をプレゼントします。

※プレゼントした材料は、講座受講時に教材としてご使用頂きます。

受講後余った材料は宅配便にてご自宅までお送りいたします。

②認定講座の修了試験免除

認定講座受講後、修了試験を受けずに、認定証の発行をさせて頂きます。



■■■■「「「「インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター認定講座認定講座認定講座認定講座のののの受付受付受付受付」」」」とととと「「「「基本技術講座基本技術講座基本技術講座基本技術講座のののの開講開講開講開講」」」」

認定インストラクターはインストラクター認定講座の受付、基本技術講座を開講する

ことが出来ます。

あなたの教室の生徒さんをインストラクターに育てる事で、あなたの収入となります。

◆インストラクター認定講座を受付、基本技術講座の開講をした場合

◎基本技術講座 受講者の受講料 58,000 円は、インストラクターの収入となります。

※基本技術講座開講に伴う、テキスト使用料・コンテンツ使用料は育成紹介料として

協会より無料提供致します。

※基本技術講座受講後は協会が開催するインストラクター講座を受講して頂きます。

◆インストラクター認定講座を受付た場合（基本技術講座は未開講）

◎受付たインストラクターには、育成紹介料として協会より２万円を受け取る事が出

来ます。

インストラクター認定講座は協会主催の講座を受講して頂きます。

※「基本技術講座」を開講した場合は、育成紹介料の２万円は受け取れません。

※【インストラクター認定講座】は

「基本技術講座」＋「インストラクター講座」の２部で構成されています。

■■■■リレーションシップリレーションシップリレーションシップリレーションシップ（（（（割割割割りりりり戻戻戻戻しししし制度制度制度制度））））

あなたが育成紹介して認定インストラクターとなった方の材料購入など、協会への売

り上げの３％を育成紹介者に割り戻しとして還元します。

あなたが技術を教えてインストラクターを育て増やしてしまう事は、ライバルを増や

す事になりますので歓迎出来ないと思いますが、このリレーションシップ制度により

あなたがインストラクターを育成する事は、ライバルを増やす事ではなく仲間を増や

す事となります。

ぜひ積極的にインストラクターを育成し、末永くサポートをしてあげて下さい。

（※育成者・インストラクター共に、フェイクフードラボ会員である事がリレーショ

ンシップ適用の条件となります）



■■■■収支例収支例収支例収支例（実際に今井が開催した教室を例にしています。）

作品の原価は使う材料と使う量によって増減します。

大きな作品は使用する材料の量が多くなるため原価が上がります。

ホットケーキ３段重ねなどの作品でおおよそ 1,000 円位の原価です。

これは大きめの作品の部類に入ります。（ホットケーキ直径約 10cm 作品高さ約 10cm）

◎このホットケーキを１回の教室で作った場合

制作時間３～４時間

参加料１人 5,900 円 参加者 10 人で 59,000 円 原価 10,000 円 粗利 49,000 円

◎この作品を３回に分けて教室で作った場合（月１回の定期開催教室×３回）

制作時間２時間×３回

参加料１回１人 2,900 円 参加者 10 人で 29,000 円 ×３回 87,000 円

原価 10,000 円 粗利 77,000 円

（粗利から教室使用料など諸経費を引いた分が実際の収入となります。）

これは基本的な例ですので、参加人数が増えれば収入は多くなりますし、逆に少なく

なれば収入は減ります。

また、参加料をもっと高くしても問題ありませんし、低くする事も出来ます。

私の例では、このホットケーキや持ち上げパスタを、１回の制作で８０００円の

参加料を頂戴する事もあります。（それでもリピートしてくれる人はいます。）

教室の複数開催など、教室の開催数を増やす事で参加者を増やす事も可能です。

※利益額や参加人数を保証する物ではありません。

あくまでも１例です。 参加者の数や作る作品によって金額は変わってきます。



■■■■インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター認定講座認定講座認定講座認定講座 受講料金受講料金受講料金受講料金

通常、当協会理事の今井が海外で技術提供をする場合、数百万円の料金を頂いており

ます。

しかし、それと同様の金額では講座の受講を出来る人はなかなかいませんし、趣味の

教室開催だけでは受講料以上に収入を得るのは簡単ではありません。

そこで、出来るだけ早く受講料以上の収入を得て頂くためにも、受講料は通常の技術

提供で頂いている金額の、約２０分の１の金額３０３０３０３０万円万円万円万円にしようと考えていたのです

が、これでも金額的に敷居が高いと言う事で、講座の受講時間を２日間＋自主学習と

短期間にすることで、３０３０３０３０万円万円万円万円のほぼ半額で受講できる様に致しました。

本来なら資格者の多数輩出による過度な競争を防ぐためにも、あまり低額での講座開

講は望ましいとは思いませんが、とりあえずのところある一定の人数に達するまでは、

この破格の金額で講座を開講します。

くどいですが、３０３０３０３０万円万円万円万円の受講料なら、受講する人は確実に多数いると思われます。

ですが、今回はそのほぼ半額で講座受講が出来ます。

◆◆◆◆受講料受講料受講料受講料 158,000158,000158,000158,000 円円円円（（（（税込税込税込税込 165,900165,900165,900165,900 円円円円）））） （認定証 発行手数料含む）



◆◆◆◆受講料分受講料分受講料分受講料分のののの利益利益利益利益をををを上上上上げるには・・・・げるには・・・・げるには・・・・げるには・・・・

たとえば１人 3,000 円の利益を出せる教室で、合計 45 人の参加者があれば、あなたが

資格取得にかかるおおよその金額をまかなう事となります。

※1回の教室に 5人の参加者がいれば、10 回の教室開催で受講料分の利益となります。

利益 3,000 円×参加者 5人 利益 15,000 円 ×教室 10 回開催 利益 150,000 円

※１回の教室に 10 人の参加者がいれば、5回の教室開催で受講料分の利益となります。

利益 3,000 円×参加者 10 人 利益 30,000 円 ×教室 5回開催 利益 150,000 円

また、あなたの運営する教室でインストラクター認定講座を受付、基本技術講座を開

講した場合、受講者３人であなたが資格取得にかかる、おおよその金額となります。

※基本技術講座 開講

受講料 1人 60,900 円（税込）×3人 収入 182,700 円（税込）

※インストラクター認定講座への紹介

育成紹介料 1人 20,000 円×7人 収入 140,000 円

※利益額や参加人数を保証するものではありません。

あくまでも受講料金をまかなえる分の収支を一例として紹介したものです。



■■■■おおおお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法

ホームページの講座申込みページより、必要事項をご記入の上お申込み下さい。

お申込み後、メールにてお支払い方法、その後のスケジュール等をご案内させて頂き

ます。

■■■■支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法

「銀行振り込み」「ゆうちょ振替」「クレジットカード」３種類のお支払い方法が選べ

ます。

※お申込み後１週間以内にお振り込み下さい。

■■■■講座受講講座受講講座受講講座受講をををを検討検討検討検討のあなたへのあなたへのあなたへのあなたへ

周りの人よりも早くはじめる事は、それだけで大きなチャンスを得ることが出来ます。

あなたが好きな分野、興味のある分野で有名になり、影響力のある立場になるための

とても重要な事ってなんだか分かりますか？

それは・・・・・

フェイクスイーツ制作を例にとって説明しますね。

たとえば、フェイクスイーツの有名な先生達は

どうして今のポジションを得られたと思いますか？

他の人よりも技術が特別優れているから？

いいえ違います。

驚くくらい優れた技術を持っていても

有名どころか資格すら持っていない人もたくさんいます。

では、なぜ、今いる有名な先生達は業界内に影響力を持ち、有名な先生・作家となり

今の立場を築けたのか？



それは

他の人よりも先にはじめたからです。

まだフェイクスイーツがほとんど知られていない時に、周りの人達より早くはじめて

情報発信をしたからなのです。

もし、某有名フェイクスイーツの先生が２０１３年、今からフェイクスイーツ作りを

はじめたとしたら、今のような立場になれると思いますか？

たぶん、無理ですよね。

ここではフェイクスイーツを例にしましたが、これは他の分野でも同様です。

業界内に影響力を持ち、有名な先生・作家になろうと思うのなら

人よりも早くはじめる事、これがあなたが思っている以上にとても重要です。

あなたが影響力のある立場になりたい、有名な先生・作家になりたい、と考えた時に

「他の人より早くはじめる」これを逃しただけで、チャンスは大きく失われます。

もしあなたが食品サンプル制作に興味があり

「自分の興味がある分野で活躍したい」

「影響力のある立場を築きたい」

「有名な先生・作家になりたい」

そんなふうに考えているのであれば

「他の人よりも早くはじめる」ことを逃さずに

後からはじめる人の何十倍ものチャンスを得て下さい。

あなたが今まで食品サンプル制作の技術を修得する機会を待っていたなら

どうぞタイミングを間違わずに、技術修得への一歩を踏み出して下さい。



以上でインストラクター認定講座のご紹介説明は終わりです。

講座資料の熟読、大変お疲れ様でした。

最後に、当協会代表理事の今井からメッセージがあります。

あと少しだけお付き合い下さい。

次次次次のページにへどうぞのページにへどうぞのページにへどうぞのページにへどうぞ

↓↓↓↓



■■■■最後最後最後最後に・・・・に・・・・に・・・・に・・・・

講座資料の熟読、大変お疲れ様でした。

何となく講座受講、その後の活躍などがイメージできたのではないでしょうか。

もしここまで読んでみて、インストラクターには興味ないと思われたなら、それはそ

れでまったく問題ありません。

インストラクターになる事だけが、食品サンプルの楽しみ方ではありませんので

どうぞ、これからも趣味の食品サンプル制作の応援をよろしくお願いします。

どこかで教室開催の告知を見かけたら、ぜひ参加してみて下さい。

しかし、もし講座資料を読んでみて、認定インストラクターに興味がある、と言うの

であれば、ぜひ体験講座へ遊びに来て下さい。

インストラクター認定講座と趣味の食品サンプルが、どんなものなのか

ぜひ当協会代表の今井と直接会って感じてみて下さい。

体験講座では代表理事の今井が直接あなたのお相手を致します。

それでは、体験講座でお会いしましょう。

あなたと食品サンプル制作が出来る事を楽しみにしています。

一般社団法人 日本食品サンプルアート協会 代表理事 今井規雄

◆インストラクター講座に申込む → http://ffpp.jp/?pid=54589993

◆体験講座に申込む →http://ffpp.jp/?mode=cate&cbid=1454000&csid=0

◆講座受講についてのご質問、受講についてのご相談については

こちらまでお気軽にご連絡ください → info@ffaa.jp



※当協会では過度なインストラクターの増加は望んでいない為、各講座は月 1回程

度の開催です。 各回定員がありますので、申し訳ございませんが定員の際には

次回の講座までお待ちください。

※本講座は日本国内で趣味の食品サンプル教室開催を目的にした技術講座です。

海外での事業展開、その他開業相談等、講座の目的と違う技術等をお教えする

事はございません。

ご参加頂いても対応致しませんのでご了承願います。

※本講座資料でご説明、紹介しております収支、売上金額、集客人数は、あくまでも

一例です。利益額や参加人数を保証する物ではありません。

集客をして売り上げを上げるには、魅力的な教室作り、集客活動が必要不可欠と

なります。

「資格取得＝収入発生」と言うことでありません。

講座受講の検討の際には、「趣味の食品サンプル作り」に自分がイメージしている

集客と売上げを上げる事が出来る「魅力と可能性」があるのかを、ご自身で

ご判断下さい。


