
美容電気脱毛認定試験

受験案内（栃木会場）

一般社団法人日本美容電気脱毛協会

【 事務局 】

〒102-0083

東京都千代田区麹町3-2-1 HAKUWAビル3階

(一般社団法人日本エステティック業協会内)

TEL：03-3263-8871

FAX：03-3263-8872

試験日：2021年12月15日（水）



（Ⅱ）

（Ⅳ）

※1

※2

※3

◇美容脱毛学 10

◇美容電気脱毛実技理論 40

◇脱毛実技（サロンワーク含む） 50

エステティックの基礎300時間 脱毛専科100時間

JEO(日本エステティック機構)の定める

300時間の教育カリキュラム

　当協会が認めるエステティシャン資格※3を保有し、脱毛専科100時間※2のカリキュラムを修了者

登録校もしくはJBEA認定美容電気脱講師の指導による履修カリキュラム

日本エステティック業協会、日本エステティック協会、日本スパウエルネス協会、ICAM日本支部発行の300時間レベル以上の

エステティシャン資格

●認定美容電気脱毛技術者　下記の条件を満たす方

脱毛専科100時間※2カリキュラム修了者

カリキュラム詳細

試験当日までにカリキュラムの90％を修了している方

（Ⅰ）

下記①または②の条件に該当する方

　①教育カリキュラム400時間修了者・修了見込者※1（エステティックの基礎300時間＋脱毛専科100時間※2）

　②脱毛専門校にて脱毛カリキュラム300時間（脱毛理論63時間＋脱毛実技237時間）修了者・修了見込者

　美容電気脱毛に関して1年以上（美容電気脱毛施術50時間以上）の実務経験者

（Ⅲ）
　・美容電気脱毛技能検定3級以上の資格取得者　　又は

　・過去に当試験を受験し、筆記・実技試験のどちらかを合格している方（合格有効期限内）

美容電気脱毛認定試験について

　お客様に安心・安全はもちろん、良質な美容脱毛サービスを提供できるエステティシャン及び技術者育成

を目指し、美容電気脱毛の専門的な知識と技術を習得した方を認定する資格試験です。

資格種別

受験資格

●認定美容電気脱毛エステティシャン（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）・（Ⅳ）いずれかの条件を満たす方

美容電気脱毛に関する専門的な知識と技術を持ったエステティシャンです。

筆記試験・実技試験ともに合格した方が資格取得となります。

実技試験ではエステティシャンとしての身だしなみ、消毒衛生、脱毛技術等を試験官

がチェックし、一定の基準を満たした方が合格となります。

※資格の有効期限はありません。

ベーシック

美容電気脱毛エステティシャン

認定

美容電気脱毛エステティシャン

認定美容電気脱毛技術者
（ 2020年より新設 ）

美容電気脱毛に特化した技術者です。

脱毛専門のカリキュラム100時間修了後、筆記試験・実技試験に合格し、登録

手続き後に資格取得となります。

※カリキュラム履修には、JBEA認定美容電気脱毛講師による指導が必要となります。

美容電気脱毛に関する専門的な知識を持ったエステティシャンです。

筆記試験を合格することによって資格取得となります。

※資格有効期限は3年。その間に実技試験を合格してください。



※筆記・実技試験を1日で受験できます

◆筆記試験

◆実技試験

　　【試験時間】　①12：00～13：00　②13：30～14：30　③15：00～16：00　④16：30～17：30

　試験時間は事務局にて決めさせていただきます。

　試験の詳しい流れについては、別紙「実技試験について」をご確認ください。

注）筆記・実技試験共に合格の有効期限は3年です。

※ベーシック美容電気脱毛エステティシャン取得後3年以内に実技試験に合格しないと資格失効となります。

① 受験願書

必要書類

② 写真3枚

③ 返信用封筒

　　　　2通

④ 受験料

試験日より１ヶ月以内に受験者に合否の通知を郵送いたします。

2021年10月25日（月）～　11月24日（水）必着

試験日1週間前までに発送いたします。3日前までに届かない場合は事務局までご連絡ください。

■筆記試験の遅刻は交通機関の遅れのみ認めます。その際は遅延証明を必ず試験官に提出してください。

遅刻の時間によっては受験できない場合があります。

■実技試験の遅刻は認めません。

受験キャンセル及び変更は、各試験日の1週間前までに事務局へご連絡ください。

それ以降の連絡の場合、受験料は一切お返しできません。

※再受験の適用は、前回の試験より1年以内1回限りのみとなります

締切日を確認の上、事務局まで郵送してください。

受験票・合否通知発送用の封筒を2通用意の上、宛名にご自身の住所・氏名を明記し封筒の大きさに該当

する料金分の切手を貼ってください。

【再受験】　筆記試験：5,170円　　実技試験：5,170円　　両試験：8,250円

実務経験申告書または履修証明書に記載・押印がない場合は受験できません。

日本エステティック業協会、日本エステティック協会、日本スパウェルネス協会、ICAM日本支部の資格取得者

(履修300時間以上)は、ディプロマのコピーを添付することでエステティックの基礎300時間履修と認めます。

脱毛専科100時間修了者は、指定の「カリキュラム履修証明書」のコピーを添付してください。

タテ4cm×ヨコ3ｃｍ

3ヶ月以内に撮影した上半身・正面・無帽・無背景のものを願書の所定の位置に貼付してください。

筆記試験：15,290円　　実技試験：15,290円　　両試験：30,580円

時間・方法 　90分　・4択マークシート方式　100問

合格点 　70点以上

受験手続き

当協会指定の願書に必要事項を記入してください。

■試験内容

実施日・試験会場

実施日：2021年12月15日（水）

会   場：国際テクニカル美容専門学校　小山校2号館　(栃木県小山市城東1-6-33)

試験要項

　　【試験説明】　9：20～　（試験官が試験の説明を致しますのでこの時間までに着席して下さい）

　　【試験時間】　9：30～11：00（90分）

　　【集合時間】　9：00～9：20（9：00より前には試験会場に入れません）

試験範囲 　美容電気脱毛認定試験　問題集より出題　(2020年12月 当団体発行)

必要なもの

願書受付期間

受験票

遅刻について

キャンセル

変更

合否通知

振込先

振込先

みずほ銀行 麹町支店 (普通) №3059750 一般社団法人日本美容電気脱毛協会



一般社団法人日本美容電気脱毛協会　発行

◆脱毛器は受験者の持込といたします◆

　国際テクニカル美容専門学校　小山校　2号館 

　〒323-0807　栃木県小山市城東1-6-33

　https://www.oyama.ac.jp/accessmap.html

　JR小山駅 【東口】 徒歩10分

　東大通り沿いに東へまっすぐ進み、ローソンを通過した左側にございます。

会場地図

教材　・　問題集

受験者持ち物・実技試験備品

脱毛器について

　　　■教　材　 　『美容脱毛学』・『美容電気脱毛実技理論』

　　　■問題集　　『美容電気脱毛認定試験　問題集』

事前に会場に脱毛器を送る場合は、『実技試験用』と明記の上、前日会場必着でお願いします。設置及び撤収は各自の責任においてお

願いします。（※送付の際は事前に事務局までご連絡ください）

※栃木会場につきましては「ヒンケルUC-2（ブレンド法のみ）」の貸出があります。ご希望の方は受験票下部の脱毛器欄にご記入ください。

ベッド

イス

ライト

プローブ

実技試験会場貸出

ペーパータオル ペーパーシーツ

使い捨てグローブ

着用必須

不織布マスク(白)

着用必須

※脱毛器持込の場合

3つ又ソケット

※顔脱毛を行う場合

フェイスシールド

着用必須

コンセント

延長コード

滅菌済トレイ 消毒用コットン

美容電気脱毛器

（ヒンケルUCｰ2）

滅菌済

ツィーザー

握り導子用スポンジ

※必要者のみ

筆記試験受験者持込 実技試験受験者持込

●コットン・ヘアピン・ゴム

必要であれば、カーボンローラー、ルーペ、

セッシ(消毒用品)、モデル用ガウンなど

ワゴン

●鉛筆（HBまたはＢ）

※シャープペンシル可

●消しゴム

エタノール オスバン プローブ

(希釈済) 廃棄容器

https://www.oyama.ac.jp/accessmap.html
https://www.oyama.ac.jp/accessmap.html


美容電気脱毛認定試験受験願書 願書提出日　2021　年　　　　月　　　　日

一般社団法人日本美容電気脱毛協会　御中

私は美容電気脱毛認定試験を受験したく、受験条件を確認のうえ下記の通り申込いたします。

　　　2021 年 　12月　 15日　(水)

旧姓(　　　　 　　　)

西暦　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 性　　別 男　　・　　女

〒　　　　　　－

携帯電話：　　　　　　―　　　　　　　　　―

Email：

名称 サロン名

〒　　　　　　－

希望連絡先 いずれかに○をお付けください。自宅・携帯/勤務先・学校 (　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　)

（Ⅰ）実務経験者

上記実務経験に誤りがないことを証明します。

会社(サロン)名：

責任者氏名： ㊞

（Ⅱ）カリキュラム修了・修了見込者　（①，②のどちらかを記入）

① 400時間の教育カリキュラムが修了・修了見込であることを証明します

学校名： ※カリキュラム詳細は次ページ参照

責任者氏名： ㊞ ※学校印・角印・責任者印など

② 脱毛カリキュラム300時間が修了・修了見込である事を証明します

学校名：

責任者氏名： ㊞

（Ⅲ）・美容電気脱毛技能検定保持者　　　　　 　　　　　級保持　　登録番号：

　　　・過去に筆記/実技試験を受験した方　（☑を入れ下記を記入）

（Ⅳ）③ 脱毛専科カリキュラム100時間履修　下記に☑を入れてください

□　100時間履修証明書及び認定エステティシャンディプロマコピー添付

受験番号　　※1

受験資格
 □ 認定美容電気脱毛エステティシャン 　□ 筆記試験

　□ 実技試験 □ 認定美容電気脱毛技術者

試験日 ※筆記および実技を
受験される方は両方

に☑を入れてください受験会場 □東京　　☑栃木　　□大阪　　□福岡

フリガナ

氏　名

生年月日

連
　
絡
　
先

自宅
TEL：　　　　　　―　　　　　　　―

勤務先
又は
学校

TEL：　　　　　　―　　　　　　　―

筆記試験　　□合格　□不合格　/　受験日　　　　　年　　　月　　　日　受験番号：　　　　　　　　　

実技試験　　□合格　□不合格　/　受験日　　　　　年　　　月　　　日　受験番号：　　　　　　　　　

　● 認定美容電気脱毛技術者受験希望者は、脱毛専科カリキュラム100時間履修証明書コピーを添付

　● 認定美容電気脱毛エステティシャン受験希望者は、（Ⅰ）～（Ⅳ）のいずれかを記入

実務経験：　　　　　年　　　　月 ～　　　　年　　　　月まで

実務経験期間合計：               年　  　　ヶ月 ※必要年数：実務経験1年以上
(美容電気脱毛施術50時間以上)

※社印・角印・代表者印など
※受験者が責任者や代表者の場合
は証明書の提出が必要（登記簿謄
本や納税証明書など)

写真

最近3ヶ月以内の
写真貼付
（4×3cm）



※１ ※１

　①　12：00～13：00　　②　13：30～14：30

　③　15：00～16：00　　④　16：30～17：30

※１　記入不要
一般社団法人日本美容電気脱毛協会

※１　記入不要
一般社団法人日本美容電気脱毛協会

① 400時間の教育カリキュラム

10時間

40時間

50時間

② 300時間の脱毛専門校カリキュラム

一般社団法人日本美容電気脱毛協会

　□ 会場貸出用脱毛器を使用する 持込脱毛器種：

　※栃木会場 (ヒンケルUC-2) (例：サイバーブレーン、パピス等)

受験台帳
（協会控）

受験票

受験番号 受験番号

受験会場 □東京　　☑栃木　　□大阪　　□福岡 受験会場 □東京　　☑栃木　　□大阪　　□福岡

試験日 2021年　12月　15日　 (水) 試験日 2021年　12月　15日　 (水)

受験内容 □両試験　□筆記試験のみ　□実技試験のみ 受験内容 □両試験　□筆記試験のみ　□実技試験のみ

実技試験
時間

※１

実技試験
時間

※１

１　　２　　３　　４

TEL 　　　　　　　―　　　　　　　　―

フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名

　見やすい場所に置いてください。

●試験後は受験票をお持ち帰りください。

住　所

〒　　　　　　－

勤務先
(学校名)

●筆記試験の際は受験番号と同じ番号札の

受
験
料
領
収
印

AEAもしくはajesteの定める
300時間の教育カリキュラム

美容脱毛学

美容電気脱毛実技理論

脱毛実技

●実技試験を受験する場合の調査票　　＊実技試験を受験の際は必ずご記入ください

　机に着席してください。(受付なし)

●実技試験受付は試験開始30分前から行います。

勤務先
（学校名）

●受験票は試験会場に持参し、試験官の

美容電気脱毛実技理論 (サロンワークを含む)

美容脱毛学 内分泌学　　　

衛生消毒学 解剖生理学

皮膚毛髪学 エステティック関連法規

　□ 相モデル受験をする [モデル名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　□ 相モデル受験をしない

1.脱毛器について

2.相モデルについて

電気学 脱毛実技

●教育カリキュラムの詳細

エステティックの基礎300時間

＋

脱毛専科100時間

237時間

4時間

6時間

12時間

4時間

23時間

4時間

8時間

2時間

写真

最近3ヶ月以内の
写真貼付
（4×3cm）

写真

最近3ヶ月以内の
写真貼付
（4×3cm）


