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※当資料は、実務経験者(ｴｽﾃﾃｨｯｸ実務経験 1 年以上)の方の受験に関する専用説明資料です。 

試験受験から資格取得までのフロー は 4 ページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

出願時に次の要件を満たしていること。      ※別紙「実務経歴書」 をご参照ください。 

エステティックに関連する実務経験が 1 年以上ある者。ここでいう実務経験とは、サロン、スクール、企業等でエステティッ

ク業務に携わることを言い、試用期間を除き、正規雇用および、それに準ずる雇用形態で、就業時間数に換算した場

合は 1600 時間（週 40 時間を目安）となります。 

【ご注意】 エステティシャンセンター試験合格後の有効期間は３年です。技術力確認試験はエステティシャンセンター試

験合格後３年以内に受験してください。 

 

 

  

①筆記試験（四肢択一/マークシート方式）  

②出題数/１００問(1 問 1 点) 

③試験時間/９０分間 

④合格点/７０点以上  

 

   試験方法 と 合格基準               

第 45・48 回  
エステティシャンセンター試験 

 

募 集 要 項 
（実務経験者対象・2019 年度版②） 

一般財団法人日本エステティック試験センターホームページでも試験に関するご案内および必要書類を掲載しています。 

http://www.esthe-jeec.jp 

⼀般財団法⼈⽇本エステティック試験センター 

１. 一般財団法人日本エステティック試験センター（以下、試験センター）が実施する、「エステティシャンセンター試験

（以下、センター試験）」および「技術力確認試験」は、「エステティシャン指針（2007 年 5 月 JEO 発表）」に基づき

制定された試験制度であり、エステティシャン個々の能力を判定することを目的としています。 

２. 実務経験者の合格証書取得には、このエステティシャンセンター試験を合格後、エステティシャンとして必要な技術

力を確認する「技術力確認試験（実技）」に合格することが必要となっております。 

３. 合格証書の保有は、エステティシャンとして成長し得るために基本となる知識と技術、ホスピタリティーマインド、法令

遵守の精神を保有することを客観的に証明するものとなります。 

４. 登録養成団体発行「認定エステティシャン資格」の取得要件に、当合格証書の保有は含まれます。 

   試験制度の目的とその役割について             ■ 

   受験資格           ■ 

■ 
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 エステティシャンセンター試験受験料   10,560 円（ 10％消費税 960 円込）  

 ※2019 年 10 月からの消費税率 10%の引き上げにより、第 41 回での 10,368 円（ 8％消費税 768 円込）ではありませんのでご注意ください。 

①金融機関（ＡＴＭ含む）にて受験料を振込み、振込書のコピーを出願書類に同封してください。(次項参照) 

②振込の際、個人名と、実務経験者受験、試験回を必ず明記してください。試験回を間違わないようにご注意ください。 

   例: シケン サキエ ジツム 48 カイ      ※企業一括振込の場合は、個人名のところが企業名等となります 

③振込手数料はご負担願います。 

金融機関名        三菱ＵＦＪ銀行 麹町支店（店番：６１６） 

口座種別/口座番号   普通口座 ００７７５５４  【ご注意】 筆記試験例題集購入とは別の口座です。 

口座名義          一般財団法人日本エステティック試験センター 

 

 

 

①願書（実務経験者用）  および 個人情報利用承諾書 

願書はホームページからダウンロードできます。願書裏面の「個人情報利用承諾書」もよく読み、署名・捺印してください。 

 ※両面印刷でも、片面 2 枚でも、ご提出はいずれでもかまいません。 

【ご注意】 写真の準備 

（①の願書の所定欄に貼付。サイズ/タテ 4ｃｍ×ヨコ 3ｃｍ・正面無帽・3 カ月以内に撮影したもの・スナップ写真不可） 

写真は出願手続後、試験センター事務局より送られてくる「受験票」にも１枚必要となりますので、合計２枚を事前にご用

意ください。1 枚は願書に貼付して使用、残りの 1 枚は後日送られてくる受験票用に、それまでお手元で保管ください。 

②金融機関の受験料振込書のコピー   コンビニＡＴＭ、ネットバンキング、いずれも可です。 

③実務経歴書 

1 ページの「受験資格」もご参照ください。 

実務経歴書の書式もホームページからダウンロードできます。書式下部に記載の、記入の際の注意事項をご確認く

ださい。記載に関するご相談は、事務局までご連絡ください。 

 

 

 

  試験実施日の 1 か月前 (必着) 

 【ご注意】 締切日以降の受付は不可ですのでご注意ください。着期日であり、「当日消印有効」ではありません。 

 

 

 

 

  「簡易書留郵便」「レターパック」「レターパックライト」または、「宅配便」のいずれかの、送付履歴が残る方法でお送り

ください。  【ご注意】 普通郵便での送付は不可です (郵送トラブルにより出願受付ができない場合があるため)。 

   

 

 

① 出願締切日の後、受験を辞退される場合は、理由の如何に関わらず、受験料の返金はいたしませんので、あらか

じめご了承ください。※医師の診断書をご提出の場合を除きます。詳細は事務局までご相談ください。 

②出願後の、願書記入内容の変更、受験地の変更等については、事前準備の都合上、試験実施日の 20 日前ま

でに事務局あてご連絡いただく必要があります。詳細は事務局までご相談ください。なお、この日以降の受験地変

更のご要望には対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

   受験料および受験料のお振込みについて          

   出願書類の受付締切日時              

   出願書類の送付方法            

   出願書類                

■ 

■ 

■ 

■ 

   出願後の受験辞退、出願内容の変更について              ■ 
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①試験月日と開催都市・・・・・・実務経験(1年以上)の方による受験は、以下の3回で受験可能です。  
 

2019年 7月19日（金） 第41回 エステティシャンセンター試験   願書締切日 6月19日必着  

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡 〔終了しました〕 

2019年11月15日（金） 第45回 エステティシャンセンター試験   願書締切日 10月15日必着  

盛岡、東京、富士、名古屋、金沢、大阪、姫路、広島、福岡、大分、宮崎、那覇 

2020年 2月21日（金） 第48回 エステティシャンセンター試験   願書締切日 1月21日必着 

札幌、足利、東京、千葉、新潟、松本、名古屋、金沢、大阪、松山、福岡、鹿児島 

 

②会場集合時間   13:00   【ご注意】 会場により異なる場合がありますので受験票の記載にご注意ください 
 

③試験時間      13:30～15:00     【ご注意】 遅刻の場合 14:00 を超えての受験はできません 

 

 

 

①会場施設   

決定次第、試験センターホームページで発表します。 

②受験申込をされた方には受験票発送時にご案内（受験票の中に会場名、住所と地図を記載）いたします。 

試験実施都市は変更される場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。 

【ご注意】 各会場定員の都合上、他都市の試験会場への変更をお願いすることがあります （この場合、交通費の負担はい

たしません）。尚、変更不可により受験されない場合は、出願取消手続きにより受験料は返金させていただきます。 

 

 

 

①受験票         出願手続後、試験センター事務局より送付いたします。「受験票の送付」(次項)をご参照ください。 

②筆記用具・消しゴム  マークシート形式のため、解答記入には必ず HB 以上の濃さの鉛筆またはシャープペンシルを使用ください。 

たとえばボールペンを使用した場合、機械によるマークシートの読み取りができませんので「不合格」となります。 

 

 

 

①試験実施日の 10 日前頃に受験票を郵送にてお送りいたします。 

試験日一週間前になっても受験票がお手元に届かない場合は、試験センター事務局までご連絡ください。 

②届いた受験票の「写真票」部分の指定箇所に、願書と同じ写真 1 枚を貼付し、試験会場にご持参ください。 

 

 

 

 

天候不順（台風、大雪等）、公共交通機関の運転休止等による試験実施の有無や時間変更等については、当センターホーム

ページに掲載いたしますので、あらかじめご確認ください。（掲載は前日または当日となります） 

 

 

 

①合否判定＝当センターにおいて採点・判定します。 

②合否通知書の送付＝当センター事務局より送付いたします。(試験実施日の 3 週間後を予定しております) 

③合否通知書の発送後、合格者受験番号は当センターホームページ内「エステティシャンセンター試験」ページへ掲載されます。 

   センター試験実施月日・当日スケジュール            

   試験会場について           

   試験当日の持参物  

   合否判定と 合否通知書の送付  ／ 合格証書の付与         

   受験票の送付              

   天候等による試験実施のお問い合わせ             

■ 

■

■ 

■ 

■ 

■ 
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エステティシャンセンター試験 

   出願手続 

 

 

  

 

           

  

 

 

   〔合否通知書が届きます〕 

 

                合格の場合は次に進みます。 【ご注意】 エステティシャンセンター試験合格の有効期限は３年です 

 

    技術力確認試験 

  出願手続 

 

 
        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ・出願書類送付先■ 

一般財団法人日本エステティック試験センター 事務局 
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 垣見麹町ビル4F  ※2017年12月4日より左記に移転しました 

TEL:03-3230-1825(代:受付時間 平日 9：30～18：00）   FAX：03-3230-1827  

お問い合わせメール ｉｎｆｏ＠ｅｓｔｈｅ-ｊｅｅｃ.ｊｐ 

●この要項の「受験資格（1 ページ）」で、出願の要件を満たしているかどうか、確認します。 

●試験出願に必要な書類（願書等、写真２枚、実務経歴書）を用意します。 

受験料振込書のコピー、並びに願書（写真貼付）、実務経歴書等を、試験センター事務局あ

て宛お送りください。 

〔受験票が届きます〕 〔出願された願書のデータ処理後、指定の住所へ受験票が届きます〕 

〔採点、判定後に、合否通知書が届きます〕 

合格の通知の際に、各登録養成団体の連絡先をご案内いたします。 
  認定資格の申請手続に関しては、合格証書取得後、申請する団体あてに、直接お問い合わせください。 
 
・合格証書取得者は、以下の各登録養成団体の発行する認定エステティシャン資格の手続きに入ることができます。 
   一般社団法人日本エステティック業協会 (AEA)、一般財団法人 ICAM JAPAN (ICAM) 
・一般社団法人日本エステティック協会 (ajesthé) は、実務経歴 3 年以上で取得の手続きが可能となります。 
・特定非営利活動法人日本スパ・ウエルネス協会(SPA Wellness)では現在、実務経験者受験での合格者を対象とした認定資

格の付与はしておりませんが、当試験合格証書取得後、実務経験 2 年以上の方は、ＪＥＯ認証ソワンエステティック上級試験
の受験要件を満たします(上位資格へのルート)。 

 
合格証書取得者氏名は当センターホームページにて公開されます。（個人情報利用承諾書による）あらかじめご諒解ください。 

登録養成団体(資格発⾏団体)へ 認定資格取得申請  【ご注意】 合格者ご本⼈が申請してください

合 格 の 場 合   ＝  合格証書が交付され 宅配便で届きます 

出願から技術力確認試験、認定資格の申請までの流れ    

エステティシャンセンター試験(筆記)  受 験

●受験料振込書のコピー、エステティシャンセンター試験合格通知のコピー、願書（写真貼付）、 

個人情報利用承諾書等を、試験センター事務局あてお送りください。  

〔出願された願書のデータ処理後、指定の住所へ受験票や試験関連資料が届きます〕 

技 術 力 確 認 試 験      受 験 

 〔合否通知書が届きます〕

●試験会場にはモデルを同伴します。 

●2019 年度に実施の試験は「技術力確認試験 2019 年版」の内容で実施します。 
 
●採点・判定後、合否通知書が届きます。 

■ 


