
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財団法人日本エステティック試験センター 

〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 J C I Iビル５階 
※事務所が上記に移転しております 

 

info@esthe-jeec.jp    
 

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

2022年度 

第25回技術力確認試験  
(2023年 3月～) 

当初の予定 9月下旬～10月から、新型コロナウイルス感染症禍の影響により、時期を遅らせての実施となります 

募 集 要 項 
 【実務経験者用】 

 

「技術力確認試験 受験要項 2023」もあわせて内容をご確認ください。 

ボディ試験、フェイシャル試験の内容が記載されております。ダウンロードいただけます。 

 

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は 

試験に関するご案内を掲載しております。 

http://www.esthe-jeec.jp 

 

【ご注意】 以下の点を予めご了承ください。 

① 今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により、やむを得ず開催を急遽中

止する場合があります。 試験当日に『緊急事態宣言』『まん延防止等重点措

置』 対象となる都市での試験は、自動的に中止となります。新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響による試験関連の最新情報は当センターサイトの「JEEC 

News」欄でご確認ください。 

② 出願の際にご提出いただく「新型コロナウイルス感染症対策に関する誓約に

ついて」の各内容につきまして、遵守いただいていないと試験官が判断した

場合には、失格とさせていただきます。 

③  3 月 13 日よりマスク着用に関して「任意」と政府方針が変更されることと

なりますが、当試験の実施に当たっては、受験要項 2023 年版の内容から変

更することなく適用し、実施いたします。従いましてマスク着用等、誓約書

に記載されたルールを遵守いただけない受験者及びモデルの方は受験でき

ません。 
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① エステティックに関連する実務経験が 1 年以上あること。 

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いい、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。 

② エステティシャンセンター試験(筆記試験)合格後、３年以内であること。  

※有効期限 3 年についてのご相談は事務局までご連絡ください。 

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響による事情により、有効期間は延長して対応することが可能です。 

※ モデル(18 歳以上女性)を同伴すること。 

第 24 回試験でも、フェイシャル試験に限り、一部マネキン使用(持参ください)も可としますが、コンサルテーションまではモデルにより実施、

トリートメント以後をマネキンに対して実施する形をとります。マネキン持参での受験を希望される方は願書の記載の際に指定ください。 

 

 

当初の予定から、新型コロナウイルス感染症禍のため、時期を遅らせての実施となります。 

 試験回  試験時期 予定の試験会場都市 

  第 25 回  2023 年 3 月～ 東京、名古屋、大阪 

①各会場により、試験日、願書提出締切日、定員が異なります。受験願書にてご確認ください。 
②各会場の日程が確定の都度、当センターホームページ、トップページの『News&Topics』欄にて知らせいたします。 

集合時刻や終了予定時刻は、受験票により指定 (9 時～18 時のうちの時間帯) されます。当募集要項 2 ペー
ジの「試験開始前の留意事項」もご参照ください。 

③各試験会場の施設名は受験願書に記載があります。住所等の詳細情報は、受験票の発送時に同封します別
紙「試験会場案内」にてご確認ください。 

④今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により、やむを得ず開催を急遽中止する場合があります。 試験当日
に『緊急事態宣言』『まん延防止等重点措置』 対象となる都市での試験は、自動的に中止となります。新型コ
ロナウイルス感染症の影響による試験関連の 新情報は当センターサイトの「JEEC News」欄でご確認ください。 

 

  

技術力確認試験の試験方法（試験項目、試験範囲、等）は、 

「技術力確認試験受験要項 《2023 年》」に 詳細を記しておりますので、ホームページより内容をご確認ください。 

 

    

① 願書 (第 25 回専用) ※2 枚目／両面印刷では裏面 「試験受験者の個人情報利用承諾書」も含みます。 

② 写真 1 枚（①の願書の所定欄に貼付）※後日、受験票に同一写真を 1 枚使用しますので、お手元で 1 枚を別に準備ください。 

③ 受験料振込書のコピー 

④ エステティシャンセンター試験(筆記) 合否通知書(合格)のコピー ※筆記試験合格済の場合のみ同封してください。 

⑤ 実務経歴書 ※筆記試験の合格が未だの場合にのみ同封してください。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症対策に関する誓約について 

 

 

受験料  １３，６４０円（消費税 10%込） ※振込手数料はご負担願います。 

受験料振込み (ATM でも可) の手続きをし、振込書のコピーを出願時に同封ください。尚、 

以前に試験が中止となった際に既に振込済の場合は、その旨を受験願書の余白部分に明記ください。 
 
 

 

 

 

 

■各地区とも、受験願書に記載の締切日(到着日)を厳守ください。 
※出願受付は先着順となります。定員設定のある会場の場合は定員になり次第締め切らせていただく場合があります。 

出願多数の場合、午後追加の部での受験についてご相談する場合があります。また、出願が 6 名に満たない場合、 

  中止または他会場での受験ご相談となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

   試験方法・試験内容 ■

  受験資格    実務経験者の受験資格は以下の①または②です。モデルは必ず同伴ください。■

   受験料及び振込先金融機関            ■

   出願書類 ■

   出願書類の受付締切日 【重要】 ■

   試験実施日・会場・定員 ■

*金融機関名       三菱ＵＦＪ銀行 麹町支店（店番：616）    ※コウジマチシテン 
*口座種別/口座番号  普通口座 0077554     ※筆記試験例題集ご購入での振込口座とは異なります 
*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 
  ※振込時に必ず 振込人名義(お名前)と受験会場都市名をあわせて明記ください。 ※例; ｼｹﾝﾏｻﾖ ﾄｳｷョウ 
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必ず、「簡易書留郵便」・「レターパック（またはレターパックライト）」 または、「宅配便」のいずれかの方法で 

お送りください。通常郵便での受付はいたしません。 

 

 

 

〒102-0082 東京都千代田区一番町 25 番地 J CI I ビル５階 

一般財団法人日本エステティック試験センター 事務局 【技術力確認試験】  ＴＥＬ：03-3230-1825 

     

 

 

試験会場となる登録養成校の校名は、願書に記載があります。 

各会場の詳細情報は、受験票送付時に同封する試験会場案内に記載いたしますので、ご確認ください。 
 

 

 

各地区とも 出願締切日から約10日後の郵送を予定しています。 

＊出願後、受験票発送の際に、詳細説明事項、当日使用するコンサルテーションシート等を同封でお届けいたします。 
 

 

 

＊各地区とも 試験実施日の約2週間後の郵送を予定しています。 

＊あわせて当センターホームページ内の、「エステティシャンセンター試験」のページの 下段で、「◆実務経験者受験者 合格

判定となった受験番号一覧◆」 として合格者の受験番号一覧表を掲示いたします 

＊既にエステティシャンセンター試験(筆記)に合格済の方へは、合格証書を後日、宅配便にて送付いたします。 

 

 

 

【受付について】 

  ■写真付きの受験票、コンサルテーションシート(モデル記入済)を必ず持参ください。 

※受験票を忘れたり、写真貼付がない場合は、受験をお断りする場合があります。 

※モデル欄記入済のコンサルテーションシートの持参を忘れた場合は、受験をお断りする場合があります。 

※集合受付時間は厳守ください。すぐに説明に入ります。 

※受付（及び※試験終了予定）は、原則 10：30（※14：15 終了）ですが、変更となる場合があります。 

  また午前と午後の部を設定することなった場合は午前の部は 9：00（※12：45 終了）、午後の部は 13：30（※17：15 終了）です。 

  集合受付時刻は、出願後に受験票での記載で指定し、ご連絡いたします。 

 

【試験開始までに】 

■各自持ち込みの荷物のセッティングを短時間で手早くすませてください。(試験はボディ試験から行います) 

■受験票／筆記用具／クリップボード(コンサルテーションシート記入用)をワゴンに準備しておいてください。 

■貴重品以外の試験には関係のない荷物は控室に置いてください。 

   ※受験要項、シート記入見本を持ち込まれた方は不正行為とみなします。 

■モデルは受験者持ち込みのガウンに着替えて待機してください。 ※モデル用スリッパも必ずご持参ください。 

   ※アクセサリー・コンタクトは外しておいてください。 

■ボディ・フェイシャル共に実技試験開始 5 分前には試験官が会場に入りますので、試験開始 10 分前には受験者・モデル共に準備

を済ませた状態で各自のベッドに待機いただきます。指示がありますのでそれにしたがってください。 

 

【当日の確定タイムテーブル】 

■試験当日の確定タイムテーブルは、受験票送付の際に同封いたします。集合時間が指定されますので、かならずご確認ください。 

    試験会場案内    ※別紙 ■

   試験開始前の留意事項           ■

出願書類の送付方法 【要注意】 ■ 

   出願書類の送付先      ※事務所が下記に移転しております ■

   合否通知の送付について  ■

   受験票の送付について ■
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    注意事項  

・試験に必要なものを忘れた場合は受験することができなくなります。受験要項に加えて、後日送付されてくる詳細説明にも目を必ず

 通して、事前にしっかりしチェックしてください。 

・各コンサルテーションシートにはモデル(事前)記入欄 と、受験者記入欄があります。出願後に送られてくるシートに、モデル欄のみ 

 事前に記入のうえ、試験当日に必ずご持参ください。 

・受験要項を繰り返し読み、ポイントを確認ください。技術力確認試験受験に際しての注意点をまとめた動画(5 分)は、当センターホ

ームページ内の『ダウンロード』ページ、【②技術力確認試験】資料一覧から選んでごらんいただけます。 

・受付集合時間 は厳守してください。受付集合時間を過ぎた場合は受験できません。 

・会場には駐車場のご用意はありませんのでご留意ください。 

・交通機関の遅延も考えられますので、余裕を持ってご来場ください。 

会場へのご来場について 

・試験開始 10 分前にはモデル・受験者共に準備を終えてベッドで待機していてください。5 分前には試験官が入場いたします。 

・ナースシューズ、モデルのスリッパは試験会場外での着用は禁止です。廊下・トイレなどでは靴に履き替えてください。 

・控え室には鍵のかかるロッカー等のご用意はしておりません。また、部外者の出入りがある場合もございますので貴重品は各自で 

 しっかりと管理してください。紛失などがございましても事務局では責任を負いかねます。 

・財布などの貴重品に関しては上記の限りではありません。ご自身での管理となりますので会場までお持ちいただき、試験進行の妨げ

にならないところに保管してください。 

・実技試験会場に試験に必要なもの以外を持ち込むと「不正行為」とみなされ、減点されることがあります。 ボディの試験時には 

 ボディ実技で使用する物、フェイシャル時にはフェイシャル実技で使用する物のみをご用意ください。 

 試験に不必要なもの（段ボール箱等の大きな荷物・受験要項やテキスト、携帯電話やスマートフォン等）を持ち込まないでください。 

試験開始までに行うこととお願い 

・「受験要項」を繰り返しよく読んで確認し、試験の流れや、注意すべきポイントを明確にしておくことが非常に重要です。 

・試験官は受験者の技術だけではなく、エステティシャンとしてのマナーも採点します。そうした点にも十分ご留意ください。 

・試験中は試験官の指示に従ってください。進行は試験官のアナウンスにより行われます。落ち着いて受験しましょう。 

・試験中、受験者とモデルの間でアドバイス等とみなされる会話や、その他の不正行為が確認された場合は不合格となりますので注

意してください。 

・試験中に備品を落とした場合は備品と技術者の手の消毒を行ってください。 

・安全や衛生面に対する配慮、モデルへの心くばりを常に忘れず、落ち着いて受験ください。 

試験中にあわてないために 

･試験終了後は速やかに荷物を持って退場してください。荷造りは控室にてお願いいたします。 

･使用後のパック料などは直接、シンクには流さず、必ず紙などで拭き取ってから容器を洗ってください。 

･試験会場の整理整頓、ごみの分別等にご協力していただくとともに、清潔に使用するよう心がけてください。 

･使用したベッド、スツール、ワゴンなどは汚れをきちんと拭き、試験開始時と同じ状態に戻してから退場してください。 

･忘れ物にご注意ください。万が一忘れ物があっても保管はいたしません。 

試験後の整理整頓について 

■  

準備物や持参しなければならないものを忘れていませんか 
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試験に関する個別・事前のお問い合わせにはお答えいたしかねます。 

また、合否結果に関する判定後のお問い合わせも同様ですので、あらかじめご了承ください。 

 

「技術力確認試験受験要項」をよく読み、内容をきちんと把握して受験ください。 

 

下記の 2 例はともに受験要項の記載をよく読めば理解できる例です。受験要項で確認し、ご自身でご判断ください。 

 

●受験要項には、まつげのエクステンション、アートメイクをしている方は、モデルにはなれない旨、記載してありますので、その場合は

失格となります。 

 

●ベッドメイキングでモデルの方の下に敷くための大きめのバスタオルやシーツ、身体にかけるための大きめのバスタオルなども含め、リ

ネン類は必要数をご自身でご用意ください。会場での貸出等は一切ありません。 

 

 

 
 
 
 

・荷物を試験会場に発送する必要がある方は、元払伝票にて、試験会場に発送していただける場合があります。 

・荷崩れや容器等が割れないよう、梱包は入念に行ってください。 

・荷物の未着等があった場合、受験をすることができません。 

・会場へ発送された荷物は、指定日時以外に届いても受け取りをいたしません。未着の荷物、または指定日時以外に届いた荷物に

関して事務局は一切関知いたしません。 

・会場への問い合わせ(到着確認を含む)は一切しないでください。宅配業者の問い合わせ確認画面などで各自でご確認ください。 

 試験に関する問い合わせはすべて日本エステティック試験センター事務局へお願いいたします。  

会場への荷物の発送 ※出願後に送付されてくる「会場への荷物の発送と試験後の荷物の返送について」 で詳細をご確認ください 

     荷物(試験資材)の会場への事前発送について

・会場から荷物を発送する際には、会場指定の業者(出願受理後に連絡します)の着払伝票を各自でご用意ください。 

他の宅配業者のものでは発送できませんのでご注意ください。 

･試験会場の住所は絶対に書かないでください(送り元)。何らかのトラブルで荷物が試験会場に戻ってしまった場合、転送等はいたし

ません。各自で会場に取りに来ていただくことになりますので、十分ご留意ください。 

・試験終了後、当日に集荷・発送ができない場合も想定されます。返送を急がれる場合は持ち帰りいただくことになりますので、ご注

意ください。 

試験後の荷物の返送 ※出願後に送付されてくる「会場への荷物の発送と試験後の荷物の返送について」 で詳細をご確認ください

その他の技術力確認試験に関するお問い合わせは以下まで 

■ 

    お問い合わせについて     ■  

⼀般財団法⼈⽇本エステティック試験センター 
〒102-0082 東京都千代⽥区⼀番町 25 番地  J CI I ビル５階 

※事務所が上記に移転しております 
TEL: 03-3230-1825(代) FAX:03-3230-1827 URL www.esthe-jeec.jp 

（受付時間：平⽇/9：30〜18：00） 
お問い合わせメールアドレス info@esthe-jeec.jp 


