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１．オリエンテーション講座 １ １ ―

本テーマの講座は１つのコンテンツから構成されています。確認試験、
地域情報で取得できるポイントは各１ポイントです。ボーナスポイントは
つきません。



コンシェルジュマスター制度の目的

１．国民のセルフメディケーション意識を高める

２．地域生活者の健康リテラシーを高め、健康寿命延伸と
快適生活を実現する

３．店舗や施設で健康コンシェルジュを養成し、生活者の
健康増進を支援する

４．ドラッグストアなどの健康事業の機能性を向上させ、働
く従事員の資質と意識の向上を図る

５．わが国の医療制度を維持させ、将来にわたり国民が
安心して暮らせる社会を実現する

本制度は地域生活者だけでなく、ドラッグストア店舗の健
康機能の向上、従業員の意識向上に大きく寄与します。
はじめに、本制度の目的は次の５項目を挙げています。



コンシェルジュマスター制度の２つのコース

コンシェルジュマスター制度には、「コンシェルジュマスターコー
ス」と「セルメ推進コース」の２つのコースがあります。

※セルメは、セルフメディケーションの略称です

コンシェルジュ会員
（有料）

一般生活者
（無料）

顧客のセルメ推進を
支援できる内容

自分のセルメを
推進する内容

セルメ※推進コースコンシェルジュマスターコース

コンシェルジュマスター制度の２つのコース

コンシェルジュマスターコース：主に店舗販売従事者向け
セルメ推進コース：全ての一般生活者向け



コンシェルジュマスター研修のコンテンツ内容

■コンテンツの範囲
健康と美容およびその周辺テーマに関する
コンテンツに特化した内容

■提供する３つの情報
「基本情報」と「コンシェルジュ研修情報」
「商品・サービス情報」の３情報提供

・基本情報
基本用語、成分、疾病や症状対応、使用方
法等に関する情報提供

・コンシェルジュ研修
情報

各テーマごとに、コンシェルジュ機能を修得
できる情報

・商品・サービス情報
メーカー協力による商品紹介（法律に抵触し
ない範囲・方法で）

■地域情報の収集
店舗周辺の専門施設や機関、組織、サービ
ス事業者、行政窓口などを調べて記録

■添付情報
公的資料、協力者制作資料、動画、メー
カーCM等をリンク、情報精度を高める情報



信頼性の高いコンテンツ内容と狙い

各研修コンテンツは学識・有識・専門家、業界・団体・企業
の学術者などの執筆、監修を経て、法律に抵触しない内容、方
法で提供する（免責条項有り）

学ぶべきテーマ 狙い

コンシェルジュ基本知識 知識の詰め込みではない基本知識を学ぶ

資料・教材の使い方
お客様と一緒にみるための資料の見方や使い方を
覚える（図書やデータは一部、購入あり）

応対や店舗表示の方法
店頭等でのお客様への伝え方（禁止事項含む）や店
内表示、POP等を学ぶ

地域情報の提供（つな
ぎ）方法

地域情報を活用した専門家へのつなぎ方を学ぶ

専門施設等の知識（つ
なぐための知識）

店舗周辺の健康・美容に関する専門家、専門施設、
機関、組織、行政窓口等の地域情報を収集する

その他 テーマによって学習に必要な実技・講習会など追加



コンシェルジュマスター制度 提供情報と学習方法

セルメ推進コースコンシェルジュマスターコース

・基本情報
・商品・サービス情報
・その他

・基本情報
・コンシェルジュ情報
・商品・サービス情報
・地域情報の収集用シート
・添付情報

提
供
す
る
情
報

提
供
す
る
情
報

個人登録はせず、個人が自
分でネットを開いて、セルメ
推進のための健康・美容情報
を自分で検索します。

【パソコン、スマホ対応】

学
習
方
法

個人ごとに日本薬業研修セ
ンターに登録して、各分野か
らテーマを選び、テーマごと
の各コンテンツを選び、ｅ
ラーニングで学習します。
（日登協会員は登録不要）

【パソコン、スマホ対応】

学
習
方
法



各コースの役割

セルメ推進コースコンシェルジュマスターコース

・セルメ意識を高め推進する。
・自分や家族の健康づくりを
推進し、健康寿命延伸と快
適生活を送る。

・日本の医療制度を維持させ、
将来にわたって安心して暮
らせる国づくりに自らが参
加する。

・健康・美容関連商品の適正
な使用方法を身につける

・健康・美容関連商品の開発
の意図、特徴、使い方をよ
く知り、顧客に正しい商品
情報を提供できる。

・自店で解決する顧客の悩み
と、解決できない悩みを判
断でき、できない場合は、
地域内の専門施設、行政窓
口などを適正に紹介できる。

・セルメ推進を支援できる。

セルメ推進支援者とセルメ推進者が一体的に連携し、
健康寿命が延伸する社会を実現する。



コンシェルジュマスターコース

の学習方法



申込から受講までの流れ

インターネットで
申込み

年会費の入金・
入金確認

日本薬業研修センターの教育サイト「セ
ルメプラザ」からお申し込みください。

指定の口座にご入金ください。
入金確認後コンシェルジュ会員に登録。

（現在はテスト期間中のため無料）

ID・パスワード送付
ご入金確認後、２週間以内に受講者の
メールアドレスにIDとパスワードを送信い
たします。

マイページの開設 マイページから多様な受講テーマを選択。

受講
１コンテンツ 15分～30分程度。
パソコン・スマホで受講する。



コンシェルジュマスター制度の認定手順

コンシェルジュ会員

①受講テーマの選択

②ｅラーニングによる学習・研修

コンシェルジュマスター研修は会員限定。

多様な分野別テーマから研修コンテンツを選択。

１コンテンツ15～30分程度。パソコン、スマホで学習。

④確認テストでポイント取得
１コンテンツ５問の確認テスト、全問正解でクリア。
１～２ポイント付加。

⑥ボーナスポイント取得 １テーマは複数のコンテンツからなり、全コンテンツ
修了でボーナスポイントとして１～３ポイント付加。

⑤実技・講習会ポイント取得

⑦コンシェルジュマスター認定

実技必須のテーマは、４～５ポイントを付加。

100ポイントごとに、コンシェルジュマスターＡ、同
AA、同ＡＡＡの称号を日本ヘルスケア協会が認定。

③地域情報でポイント取得
地域情報シートに基づきレポート提出。１～２ポイ
ント付加。



■ベビーケア コンテンツ

テ
ー
マ

ベビー用品 赤ちゃんの食事/赤ちゃんの入浴/赤ちゃん
の睡眠/その他

ベビーケア 赤ちゃんの健康/赤ちゃんの快適生活/赤
ちゃんの行事/その他

妊娠・出産 妊娠から出産までの基本知識/快適マタニ
ティライフ/その他

■健康維持生活 コンテンツ

テ
ー
マ

健康運動 ながら筋トレ体操/ながら生活運動/高齢者
と運動/その他

ペット飼育 ペットフード知識/ペットの健康と飼育/ペット
と社会/その他

救急救命 心肺停止状態蘇生法/ＡＥＤ機器使用法/予
防法/その他

■健康関連制度 コンテンツ

テ
ー
マ

薬機法 医薬品の分類/販売制度/薬局許可/店舗販
売業/調剤業務/他

医療費控除制度 医療費控除/セルフメディケーション税制/そ
の他

社会保障制度 国民医療費/健康保険制度/健康寿命延伸
政策/その他

■その他 コンテンツ

テ
ー
マ

部位別ケア ネイルケア・ネイルアート法/ヘアメイク法/
膝・腰元気法/他

部位別対処法 フットケア・管理法/毎日の肌管理法/受診勧
奨法/その他

美と健康管理 検査数値の読み方/検査機器の正しい使い
方と管理法/他

地域情報 分野別関係機関・施設・行政等の把握/地域
健康情報/その他

その他 疾病の診療所・病院・専門病院の治療/関係
機関の仕事/その他

①受講テーマの選択
「コンシェルジュ研修コース」テーマ（一例紹介、1000コンテンツを予定）

■オリエンテーション講座

■食と健康 コンテンツ

テ
ー
マ

食と栄養 食と健康の分類/食品表示と景表法/プロテ
イン活用法/他

スマイルケア食 そしゃく・えん下・とろみ調整食品/水分補給
と脱水症/口腔ケアと関連商品/その他

機能性表示食品 機能性表示食品制度/ＮＭＣＤの正しい活用
法/他

その他 疾病別・状態別おいしい食事ネットサービス
/その他

■ヘルスケア コンテンツ

テ
ー
マ

医薬品 成分と薬効/医薬品の提供制度/漢方医薬
品の活用法/その他

ヘルスケア用品 応急処置法、テーピング法、用品の正しい使
用法/他

サポート用品 オーラルケア法/スキンケア法/部位別管理
法/その他

■ビューティケア コンテンツ

テ
ー
マ

化粧品 メイクの基本/ＴＰＯメイク法/フェイスマッ
サージ法/その他

ビューティケア用品 スキンケア用品活用法/メイク用品使用法/
その他

サポート用品 美顔用品活用法/用途別サポート用品活用
法/その他

■加齢生活ケア コンテンツ

テ
ー
マ

加齢用品 加齢の基本知識/尿漏れパット使用法/ＴＰＯ
対処法/その他

介護用品 介護の基本知識/紙おむつの正しい選び方
と使い方/その他

サポート用品 疾病・怪我予防用品使用法/介助・介護用品
使用法/他

各テーマは、それぞれ複数のコンテンツで構成されています。



■オリエンテーション講座

■食と健康 コンテンツ

テ
ー
マ

食と栄養 食と健康の分類/食品表示と景表法/プロテ
イン活用法/他

スマイルケア食 そしゃく・えん下・とろみ調整食品/水分補給
と脱水症/口腔ケアと関連商品/その他

機能性表示食品 機能性表示食品制度/ＮＭＣＤの正しい活用
法/他

その他 疾病別・状態別おいしい食事ネットサービス
/その他

■ヘルスケア コンテンツ

テ
ー
マ

医薬品 成分と薬効/医薬品の提供制度/漢方医薬
品の活用法/その他

ヘルスケア用品 応急処置法、テーピング法、用品の正しい使
用法/他

サポート用品 オーラルケア法/スキンケア法/部位別管理
法/その他

■ビューティケア コンテンツ

テ
ー
マ

化粧品 メイクの基本/ＴＰＯメイク法/フェイスマッ
サージ法/その他

ビューティケア用品 スキンケア用品活用法/メイク用品使用法/
その他

サポート用品 美顔用品活用法/用途別サポート用品活用
法/その他

■加齢生活ケア コンテンツ

テ
ー
マ

加齢用品 加齢の基本知識/尿漏れパット使用法/ＴＰＯ
対処法/その他

介護用品 介護の基本知識/紙おむつの正しい選び方
と使い方/その他

サポート用品 疾病・怪我予防用品使用法/介助・介護用品
使用法/他

①受講テーマの選択（「スマイルケア食」での例）
各テーマは、それぞれ複数のコンテンツで構成されています。

■分野：食と健康
テーマ：スマイルケア食
コンテンツ
① そしゃく・えん下・とろみ調整食品
② 低栄養と改善のための商品選び
③ 水分補給と脱水症対策
④ 口腔ケアと関連商品
⑤ スマイルケア食とその選び方
⑥ UDFの基本と活用方法

「食と健康」分野のテーマであるスマイルケア
食は、６つのコンテンツから構成されています。
セルメプラザで好きなコンテンツから順に学

習できます。
コンテンツごとに確認テストが５問ずつ設定

されています。全問正解すると、次のコンテン
ツに進むことができます。
テーマごとの全コンテンツが終了し、課題の

地域情報を提出・確認後、ボーナスポイント１
～２点が加算されます。



②ｅラーニングによる学習・研修
・コンシェルジュ研修のテキストです。１
コンテンツには１０枚前後のパワーポ
イントによるデータを提供します。

・パワーポイントデータは、図や表が多
く用いられています。これらの資料は
学習するためだけでなく、プリント、ま
たはモニター、タブレットなどを利用し
て、お客様に説明するときに、一緒
になって活用することもできます。

・さらに公的資料などにより、より詳し
い関連情報も、それぞれリンクしてい
ますので、参考にすることができます。

・「関連情報」はテキスト中に、次の
マークをクリックして開くことができま
す。

関連情報：（資料名入る）✍



③地域情報でポイント取得

地域情報の収集シート（ポイント２）

拡大
地域情報の収集シートをクリックすると、上

の「地域情報の収集シート」がでてきます。こ
のシートに基づき必要項目に記入し、日本薬
業研修センターに送信、またはＦＡＸします。

当研修センターで内容を確認後、１～２ポ
イント加算されます。

各テーマには
１個以上の地域
情報の収集シー
トが設けられま
す。
これも各テーマ
をクリアするた
めの必須課題に
なります。これ
によって、２ポ
イント加算され
ます。

☞



④確認テストでポイント取得

・１コンテンツごとに確認テスト
５問が設定されています。

・基本事項の確認テストですので、
全問正解が条件になります。

・５問正解で次のコンテンツに進
むことができます。

・問題は３択～５択問題で、学ん
だ知識を確かにするための内容
になっています。

問題一覧と５つの設問が表示さ
れます。
［解答する］をクリックします。

それぞれの問題の［解答する］を
クリックすると、３～５の選択肢と
解答欄が表示されます。



⑤実技・講習会参加 ポイント取得

・各テーマのコンテンツによって、実
技または講習会が設定されているも
のもあります。

・実技または講習会参加は４～５ポイ
ント付加されます（別途料金がかか
ることもあります）。

・実践で学習することによって、知識
がより確かになり、顧客への信頼感
もより高まります。

・実技または講習会の時間は、各コン
テンツの内容により異なります。



■オリエンテーション講座

■食と健康 コンテンツ

テ
ー
マ

食と栄養 食と健康の分類/食品表示と景表法/プロテ
イン活用法/他

スマイルケア食 そしゃく・えん下・とろみ調整食品/水分補給
と脱水症/口腔ケアと関連商品/その他

機能性表示食品 機能性表示食品制度/ＮＭＣＤの正しい活用
法/他

その他 疾病別・状態別おいしい食事ネットサービス
/その他

■ヘルスケア コンテンツ

テ
ー
マ

医薬品 成分と薬効/医薬品の提供制度/漢方医薬
品の活用法/その他

ヘルスケア用品 応急処置法、テーピング法、用品の正しい使
用法/他

サポート用品 オーラルケア法/スキンケア法/部位別管理
法/その他

■ビューティケア コンテンツ

テ
ー
マ

化粧品 メイクの基本/ＴＰＯメイク法/フェイスマッ
サージ法/その他

ビューティケア用品 スキンケア用品活用法/メイク用品使用法/
その他

サポート用品 美顔用品活用法/用途別サポート用品活用
法/その他

■加齢生活ケア コンテンツ

テ
ー
マ

加齢用品 加齢の基本知識/尿漏れパット使用法/ＴＰＯ
対処法/その他

介護用品 介護の基本知識/紙おむつの正しい選び方
と使い方/その他

サポート用品 疾病・怪我予防用品使用法/介助・介護用品
使用法/他

各テーマは、それぞれ複数のコンテンツで構成されています。

■分野：食と健康
テーマ：スマイルケア食
コンテンツ
① そしゃく・えん下・とろみ調整食品
② 低栄養と改善のための商品選び
③ 水分補給と脱水症対策
④ 口腔ケアと関連商品
⑤ スマイルケア食とその選び方
⑥ UDFの基本と活用法

⑥ボーナスポイント取得

分野
テーマ
コンテンツ

コンシェルジュ研修は分野、テーマ、
コンテンツに分類されます。ボーナスポ
イントは、１テーマ全て終了したときに
１～３点加算されます。「スマイルケア
食」では６つのコンテンツを用意してい
ますので、この全てを終了すると、２点
のボーナスポイントがつきます。



⑦コンシェルジュマスター認定

ポイント対象項目 ポイント数

各コンテンツ学習 １～２

地域情報の収集・提出 １～２

実技・講習会の参加 ４～５

ボーナスポイント １～３

コンシェルジュ研修は各コンテンツごとにポイントが付加されます。ポイ
ント対象項目とポイント数は次の通りです。

コンシェルジュマスターＡ

コンシェルジュマスターＡＡ

コンシェルジュマスターＡＡＡ

１００ポイント 修了登録

２００ポイント 修了登録

３００ポイント 修了登録

ポイントが100点ごとに、一般財団法人日本ヘルスケア協会から、コン
シェルジュマスター「Ａ」「ＡＡ」「ＡＡＡ」の称号が認定され、ネットか
ら認定証がプリントアウトできます。希望者には缶バッチと楯のセットを有
料で発行します。

日本チェーンドラッグストア協会認定の各アドバイザー認定者は、オリエンテーション
講座修了後、「コンシェルジュマスターＡ」認定が交付されます。その後、無料でコン
シェルジュ研修を受講することができます。



コンシェルジュマスターコース

■会員登録した人なら誰でも受講できます

■会員登録と学習・研修の履歴を管理します

■ｅラーニングのテーマ別にコンシェルジュポイントが
付与され、一定の条件を満たすとボーナスポイント
が付きます

■規定のコンシェルジュポイント修得で「コンシェル
ジュマスター」に認定されます

■研修受講者は、スポンサーおよび薬業研修セン
ターが行う各種キャンペーン（セミナーなど）への参
加が可能です



コンシェルジュマスター制度 年会費

年会費はテスト期間中は無料とさせて頂きます
（しばらくは無料期間です）。
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