第 31 回
AEA エステティシャン認定試験
筆記試験受験案内 （実務経験者用）

●試験日

筆記（一次）試験

2018年1月10日（水）

実技（二次）試験

2018年2月～3月頃

全国主要都市で順次実施予定

●筆記試験受験願書締切日

2017年11月24日（金）必着

●受験キャンセル・変更受付期限

2017年12月1日（金）18：00まで

●筆記試験受験票の発送

2017年12月11日（月）頃

●筆記試験合否通知の発送

2018年1月22日（月）頃

筆記試験受験案内は最後までよく読んで、記載されている内容に同意した上 で、受験願書及び必要書類を
提出して下さい。また、筆記試験受験案内はディプロマ・認定カード到着まで大切に保管して下さい。

◆AEA テキスト（18 冊）セット 25,000 円
◆JEO 認証 AEA エステティシャン認定試験 例題集 Vol.2 2,300 円
AEA エステティシャン認定試験 筆記（一次）試験および実技（二次）試験
の出題範囲である AEA テキストは、全 18 冊セットで構成され、
関連法規、接客マナー等、エステティシャンとして必要な基礎知識、
基礎技術が、総合的に学べるよう各科目に編集されています。
筆記（一次）試験受験対策としては、AEA テキストに準拠して作成された
「JEO 認証 AEA エステティシャン認定試験 例題集」での学習をお勧めします。
購入についての詳細は、AEA ホームページ「出版物のお知らせ」をご覧下さい。

一般社団法人 日本エステティック業協会（ＡＥＡ）
〒102-0083

東京都千代田区麹町3-2-1

HAKUWAビル３階

℡03-6272-6154

http://www.esthesite.jp

資格種別と受験対象者

1.

AEA 上級認定エステティシャン ※下記の何れかに該当する方
•
•

フェイシャル又はボディに関して 2 年以上の実務経験を有する方
AEA 認定エステティシャン資格又は他団体の同等の資格（※1）以上を取得後、フェイシャル又はボディに関して 1 年以上の実務
経験を有する方
AEA 認定校のカリキュラム 1,000 時間以上を修了し、卒業後 3 年以内の方

•

※1 一般財団法人日本エステティック試験センター登録養成各団体の「認定エステティシャン」資格

AEA 認定インターナショナルエステティシャン ※下記の何れかに該当する方
•

AEA 上級認定エステティシャン資格又は同等の他団体資格（※2）を取得後、フェイシャル又はボディに関して 2 年以上の実務経
験を有する方
•
AEA 上級認定エステティシャン資格又は他団体の次の資格（※3）のいずれかを保有し、フェイシャル又はボディに関して通算 5
年以上の実務経験を有する方
※2 一般社団法人日本エステティック協会発行の「認定上級エステティシャン」、特定非営利活動法人日本スパ・ウエルネス協会発
行の「認定ビューティセラピスト」
※3 一般社団法人日本エステティック協会発行の「認定上級エステティシャン」、「認定トータルエステティックアドバイザー(ＴＥＡ)」、
特定非営利活動法人日本スパ・ウエルネス協会発行の「認定ビューティセラピスト」、CIDESCO インターナショナルディプロマ、ITEC
ビューティーセラピスト、INFA ゴールドマスター（国際パスポート）、ICAM アドバンスト レベル 2 ビューティシャン

※受験年齢の下限は2018年1月10日時点で満18歳とします。
※実務経験：2018年1月10日時点で受験資格の勤務歴を満たしていることとします。

2.

筆記試験内容
【出題形式】 ●AEA 上級認定エステティシャン：全問マークシート・4 択式 （出題数 100 問）
●AEA 認定インターナショナルエステティシャン：
マークシート・4 択式 100 問、記述式 20 問

（出題数 120 問）

【出題範囲】 AEA テキスト 15 美容脱毛学、18 美容脱毛実技理論を除く全科目

3.

出願について
願書締切日

2017年11月24日(金)必着

※締切日を過ぎた「受験願書」は一切受付いたしません。
※受取の証明が残る方法でお送り下さい。（簡易書留・特定記録郵便・宅配便など）
4.

筆記試験日時及び会場集合時間
筆記試験日時
受付開始時間

5.

筆記試験会場

2018年1月10日（水）13：00～14：30
12：00 （12：45 試験説明開始）

(試験所要時間90分)

（会場地図は AEA の HP にて確認して下さい）

会場定員の都合上、受験希望地の変更をお願いする場合があります。
また、受験者数が 30 名に満たない会場は開催が中止となる場合がありますのでご了承下さい。
東 京

フォーラム 8

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 1 号館

石 川

石川県勤労者福祉文化会館

石川県金沢市西念 3-3-5

名古屋

IMY ホール

愛知県名古屋市東区葵 3-7-14

大 阪

エル・おおさか

大阪府大阪市中央区北浜東 3-14

福 岡

福岡商工会議所

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28

長 崎

長崎県勤労福祉会館

長崎県長崎市桜町 9-6

沖 縄

沖縄県青年会館

沖縄県那覇市久米 2-15-23

※会場地図は、AEA ホームページ「筆記試験」ページにてご案内しております。

6.

受験申込から認定登録までの流れ

※団体申込の場合、送付物は全てご担当者様宛にお送りします。

①願書・必要書類の入手

①筆記試験の受験申込に必要な書類をダウンロードします。

②筆記試験受験料振込

②筆記試験受験願書提出前に、所定の受験料をお振込み下さい。
※団体申込の場合、受験者数分の受験料をまとめてお振込み下さい。

③筆記試験受験申込

③筆記試験受験に必要な書類、受験料の振込明細のコピーを郵送して下さい。
（記入された願書、実務経歴書のコピーやＦＡＸは受付けません。）

④筆記試験受験票の送付

④筆記試験受験票をお送りします。

⑤筆記試験受験

⑤試験会場の地図は HP でご確認下さい。

⑥筆記試験結果の通知

⑥筆記試験結果通知書をお送りいたします。
※筆記試験合格者には実技試験受験案内と願書を同封いたします。

⑦願書・必要書類の入手

⑦筆記試験に合格された方は実技試験の受験申込を行って下さい。
※筆記試験の合格有効期限は 3 年間です。その間に実技試験を合格して下さい。

⑧実技試験受験料の振込

⑧実技試験受験願書提出前に、所定の受験料をお振込み下さい。
※団体申込の場合は、受験者数分の受験料をまとめてお振込み下さい。

⑨実技試験受験申込

⑨実技試験受験に必要な書類を送付し、受験申し込みを行って下さい。

⑩実技試験受験票の送付

⑩実技試験受験票を送付いたします。

⑪実技試験受験

⑪試験会場は筆記試験の会場と異なります。必ず「実技試験受験案内」にてご確認下さい。

⑫実技試験結果の通知

⑫実技試験合格者には実技試験結果通知書と併せて認定登録申請書をお送りいたします。

⑬認定登録料の振込

⑬実技試験に合格された方には、登録申請書提出前に所定の登録料をお振込下さい。

⑭登録申請

⑭登録申請書に修正箇所・必要事項をご記入の上返送して下さい。

⑮認定登録完了

⑮登録申請書の提出期限日より約 2 ヶ月で、ディプロマ・認定カードをお送りいたします。
認定登録の手続きが完了しないと資格取得になりませんので必ず手続きを行って下さい。

7.

筆記試験受験に必要な書類

一
次
（
筆
記
）
試
験

二
次
（
実
技
）
試
験

認
定
登
録

願書、実務経歴書は必ず原本をお送り下さい。（ＦＡＸでの提出は不可）

以下の必要書類をHPからダウンロード・プリントアウトし、すべて揃えて送付して下さい。
原則、お送り頂いた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。また、申込者が1名の場合でも団体申込の場合は、
「フェイスシート」が必要になります。
資格種別
受験対象者

AEA 上級認定
エステティシャン

① 受験願書
② 実務経歴書
既就職者
③ チェックシート
④ 受験料振込明細のコピー
⑤ 保持資格のディプロマ等のコピー
◆認定校で実技試験が合格済みの方
① 受験願書
② 実技試験合格証明書 （認定校より取り寄せて下さい）※
AEA 認定校
③ チェックシート
卒業者
④ 受験料振込明細のコピー
◆認定校で実技試験を合格されていない方
※上記②に代わり「カリキュラム修了証明書 」のコピー（認定校より取り寄せ）

※団体申込
の場合

上記①～④に加えて、「フェイスシート」

AEA 認定インターナショナル
エステティシャン
①
②
③
④
⑤

受験願書
実務経歴書
チェックシート
受験料振込明細 のコピー
保持資格のディプロマ等のコピー

上記①～⑤に加えて、
「フェイスシート」

※団体申込の場合、受験者数分の受験料をまとめてお振込み下さい。

※ 書類に不備がある場合（必要事項の記入漏れ、必要書類の添付なしｅｔｃ．）は受験できませんのでご了承下さい。
※ 虚偽の申告を行った場合、認定後であっても資格を取り消します。

8.

受験料
○受験料
AEA上級認定エステティシャン
一次（筆記）試験 14,040円 （10,800円・・・ＡＥＡ会員団体申込割引 ※）
ＡＥＡ認定インターナショナルエステティシャン
一次（筆記）試験 17,280円 （12,960円・・・ＡＥＡ会員団体申込割引※）
※ AEA会員団体申込割引：AEA正会員、準会員、又は認定校に勤務されている方で、且つ、ご担当者様より団体申込され
た場合に限り会員団体申込割引が適用されます。（AEA直前対策講座のみを受講の方は対象にはなりません。）

≪AEA 準会員企業 団体申込ご担当者様へ≫
筆記（一次)試験のみ AEA 会員団体割引となり、実技（二次）試験は、団体でも一般価格となります。ご了承下さい。
○振込先
振込手数料は受験者負担となります。お振込後、必ず明細のコピーを受験願書に添付し一緒にご送付下さい。
振込口座： 三井住友銀行 赤坂支店
口座番号： 普通預金 8783322

店番：825
振込先名義：一般社団法人 日本エステティック業協会 AEA認定試験口
フリガナ：ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｴｽﾃﾃｨｯｸｷﾞｮｳｷｮｳｶｲ

ｴｰｲｰｴｰﾆﾝﾃｲｼｹﾝｸﾞﾁ

※ 受験キャンセルの受付は12月1日までです。それ以降は認定試験事務局の都合でない限り、返金いたしません。
※ 実技（二次）試験受験料は、筆記（一次）試験合格後、実技（二次）試験受験手続の際に納めていただきます。

9.

筆記試験受験票の発送
(1) 12月11日頃、郵送にてお送りいたします。
(2) 送付された受験票に写真（タテ3cm×ヨコ2.4cm、最近3ヶ月以内に撮影したもので上半身、正面、無帽、無背景）を
糊付けで貼付して下さい。受験票に写真がない場合は当日受験ができません。
(3) 受験票は試験当日に必要となります。忘れずに持参して下さい。
(4) コンピュータで処理いたしますので、表示されている氏名及び住所は原則としてJIS規格（第1・第2水準）に準じた文字
を使用しております。
(5) 試験日1週間前になっても受験票がお手元に届かない場合は事務局までお電話下さい。

10. 筆記試験合否通知の発送
2018年1月22日頃、郵送にてお送りいたします。合格者には、実技（二次）試験受験案内も同封いたします。
※ 筆記（一次）試験の合格有効期限は3年間となっております。その間に実技（二次）試験を合格し、登録手続きをすると
資格取得となります。実技（二次）試験を受験する前に引っ越し等で住所が変更になった場合、今後の実技試験受験
案内が送付できなくなりますので、必ず事務局までご連絡下さい。

11. 認定登録の手続き
認定登録の手続きは、実技（二次）試験合格後に行います。
○参考 認定登録料 14,040円（登録料及びディプロマ・認定カード製作費）
AEA認定資格の有効期限・・・認定日より5年間 （更新の条件・方法については改めてご案内いたします。）

12. 受験申込内容の変更
筆記試験受験願書の申込内容を変更される方は、HP から「申込内容変更届出書」をダウンロードして、
「AEA 認定エステティシャン認定試験事務局」FAX（03）6272-6164 までお送り下さい。
※会場の準備の都合上、会場の変更ができるのは12月1日までです。電話・メールでの変更受付は行っておりません。

13. 問い合わせ・書類送付先
一般社団法人 日本エステティック業協会（AEA） AEA 認定エステティシャン認定試験事務局
受付時間：月～金 10時～18時30分
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-2-1 HAKUWA ビル３階 TEL: 03-6272-6154
FAX: 03-6272-6164

