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※ お申込前に必ず推奨動作環境条件をご確認の上、体験版試験をお試しください 
 

以下の「お申し込みにあたっての注意事項」にご同意いただいた上で更新試験の申込にお進みください。 

 

一般社団法人日本エステティック業協会（以下「当協会」とします）は、提供する｢AEA 認定資格更新試験｣（以下

「本試験」とします）の利用について、以下のとおり受験規約を定めます（以下「本規約」とします）。  

本試験を受験（以下「受験」とします）する全ての受験者（以下「受験者」とします）は、予め本規約に同意した上で、

本試験を受験するものとします。  

 

 

１．受験者の登録手続  

本試験を受験しようとする者は、当協会所定の手続きに従い、受験者の登録を行わなければなりません。  

 

２．受験科目  

・ＡＥＡ認定エステティシャン 更新試験 

・ＡＥＡ上級認定エステティシャン 更新試験 

・ＡＥＡ認定インターナショナルエステティシャン 更新試験 

・ＡＥＡ認定講師 更新試験 

・ＡＥＡ認定脱毛講師 更新試験 

 

３．更新料 

AEA認定資格更新料 ：8,250円（税込）  

※受験科目毎に更新料がかかります 

※ディプロマ・認定カード作成費、送料、含む 

 

４．更新試験受験期間 

更新料の決済完了後、資格有効期限の１ヶ月後まで受験が可能です。 

 

５．実施可能回数 

１度の申込で３回まで本試験の受験が可能です。 

※１回目で合格された場合、その時点で終了となります 

 

６．注意事項  

・苗字・住所・電話番号等に変更がございましたら、受験者登録情報で修正ください。 

・受験者登録情報の登録完了後、［購入する］ボタンを押すと、決済画面に進みます。  

※更新試験を受験される場合は、資格有効期限内に更新料の決済手続きを行ってください。 

 

＜お申し込みについて＞  

・お申し込みの際に受験者登録情報としてご入力頂く受験者氏名は、常用漢字のみ使用可能です。常用漢字以外

をご希望の方は、試験合格後に事務局から更新登録申請書をお送りしますので、そちらにご記入ください。 

・お申し込み後、受験期間内に受験されない場合は、再度受験の手続きはできません。  

・お申し込み登録を行わなかった場合は受験できません。  

・お申し込みの取消、変更は本試験システム不具合等に起因すると思われる場合を除き、お受けできません。  

・お申し込み内容に不備がありますと、受験できない場合があります。  

 

＜受験について＞  

・必ず事前に推奨動作環境条件をご確認の上、体験版試験をお試しください。  

 体験版試験を問題なく終了されましたら、更新試験フォームにお進みください。  

・本試験システムの操作方法については、本試験システムへログインした後の画面に表示されます。説明をよくお読

みになり、操作を行ってください。  

https://aea-koushin.mc-plus.jp/exam/trial/
https://aea-koushin.mc-plus.jp/exam/trial/
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・本試験開始後は、表示された指示に従って問題の解答を進めてください。誤った操作を行うと、受験を継続できな

い場合がありますので、ご注意ください。 

・試験開始前・試験終了後、インターネットに接続する必要があります。 

 一旦インターネット接続を切断される場合は、試験開始前・試験終了後の段階で、インターネットに再度接続してく

ださい。尚、アクセスが集中した場合は本試験問題のダウンロードまたは採点の際のアップロードに時間がかかる可

能性がありますので予めご了承ください。  

・本試験は中断可能ですが、中断時には必ず［中断］ボタンを押して「中断完了」のメッセージが表示されることを確

認してください。［中断］ボタンを押さずに試験画面を放置した場合、正常に試験を終了できなくなる場合がござい

ます。中断後は、再ログインして［再開する］ボタンを押すと、試験を再開することができます。 

・試験画面を開いたまま放置すると、試験を再開できなくなる可能性があります。 

・中断ボタンを押さなかった、又は試験画面を放置してしまった場合の復旧作業は事務局まで問い合わせください。

なお、土日・祝日、及び営業時間外での対応は出来かねますことご了承ください。 

・試験を終了する場合は、必ず［終了］ボタンを押して解答をアップロードしてください。［終了］ボタンを押さない場合、

途中棄権となり採点されませんのでご注意ください。  

・不合格の場合、更新が出来ません。３回不合格後の再受験に関しては「資格有効期限内」に再度手続き及び決

済を行う必要がございます。事務局までご連絡ください。 

・本試験問題は、受験終了後お使いになったパソコンから自動的に削除されます。  

・毎月１回午前５時から午前９時までメンテナンスを行うため、その期間は受験できません。  

 メンテナンスは基本的に毎月第１火曜日を予定しております（祝日にあたる場合は第 2火曜日に実施）。  

 1週間前から試験ログイン画面に告知が表示されます。  

 

＜不正行為について＞  

・お申込をされた本人以外の方が受験する等の不正行為を行った場合には、受験結果の取り消しに加えて今後の

一切の受験ができなくなる場合があります。  

 

＜動作環境について（2022年 2月 8日時点）＞  

以下の環境以外では、動作確認を行っておりませんので、正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承くだ

さい。  

また、動作確認を行っております環境に関しても、ご使用されているアプリケーション等により正常に動作しない場合

もありますので、ご了承ください。  

 

オペレーティングシステム(日本語版のみ) 

  ・Windows 10 / 11 

   ※Windows 10 はデスクトップモードのみご利用可能です 

  ・Mac OS 10.12.x / 10.13.x / 10.14.x / 10.15.x / 11 Big Sur / 12 Monterey / 13 Ventura 

  ・Android  9 / 10 / 11 / 12 / 13 

  ・iOS  12 / 13 / 14 / 15 / 16、iPadOS 13 / 14 / 15 / 16 

ブラウザ - Windows (日本語版のみ) 

  Edge 最新バージョン 

  Google Chrome 最新バージョン 

ブラウザ - MacOS X / macOS (日本語版のみ) 

  Safari 最新バージョン 

  Google Chrome 最新バージョン 

ブラウザ - Android (日本語版のみ) 

  Google Chrome 最新バージョン 

ブラウザ - iOS / iPadOS (日本語版のみ) 

  Safari 最新バージョン 

画面解像度 

  CSSピクセル基準のスクリーン解像度(注 1) : 320 x 568 px 以上 

  * 横幅 768 px 以下の場合はモバイル用の画面レイアウトとなり、初期状態では俯瞰図が表示されないなど
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画面構成が PCの場合と異なります。 

その他 JavaScriptが動作する設定となっていること  

       Cookieを使用できる設定となっていること  

       Web Storage (DOM Storage) (※1) が有効化されていること 

利用端末の時計が正確な日時に調整されていること。(※2) 

※1 ブラウザのデータ保存領域のこと。ブラウザのシークレットモードやプライベートモード等と呼ばれるプライ

バシーを強化した設定でのご利用の場合には無効となります。 

※ ブラウザのポップアップブロックの設定によってはコンテンツがご利用いただけない場合がございます。その

場合はポップアップを許可するサイトに「○○○.mc-plus.jp」を登録願います。 

※ OS、ブラウザの推奨条件は、各製品ベンダーの方針により予告なく変更させていただく場合がございます。 

※2 MC+は試験開始時の OSの時計の時刻を起点として、試験の残り時間の計測を行います。試験開始時の時

刻が正しくなかった場合、試験実施中に OS の時計がタイムサーバと同期して正しい時刻に補正されてしま

うと、残り時間が正しく計測できなくなります。 

 

７．受験結果  

試験終了後、受験結果（実施結果画面）が表示されます。 

実施結果画面にて [印刷]ボタンを押すと、実施結果画面の表示内容（合否やスコア等）を印刷することが可能で

す。 

受験結果は、ログイン可能期間の間参照できます。 

 

８．免責事項  

本試験実施に際して、本試験問題のダウンロードまたは採点時のアップロードによって受験される方の通信環境また

はコンピュータのデータ等に影響を与えた場合を含め、受験される方がいかなる損害を被っても、当協会に過失が

ある場合を除き、賠償責任を負いかねますのでご了承ください。  

 

９．著作権、財産権その他の権利 

(1) 本試験に含まれているコンテンツ及び個々の情報､商標､画像､広告､デザイン等に関する著作権､商標権その

他の知的財産権、及びその他の財産権は全て当協会又は正当な権利者に帰属しています｡ 

(2) 本試験及び関連して使用されている全てのソフトウェアは､知的財産権に関する法令等により保護されている

財産権を含んでいます｡ 

(3) 受験者は､当協会若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用･使用を

許諾されている場合､又は､法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合

を除き、本試験及び本試験の内容について複製､編集､改変､掲載､転載､公衆送信､配布､販売､提供､翻訳・

翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりません｡ 

(4) 受験者が前各号に反する行為によって被った損害については､当協会は一切の責任を負わないものとします｡

また､受験者がこれらの行為によって利益を得た場合､当協会はその利益相当額を請求できる権利を有するも

のとします｡  

 

１０．禁止行為  

(1) 受験者が本試験を受験するに際して、次の行為を行うことを禁止します。  

1. 法令上又は本規約上特に認められている場合を除き、本試験の内容を当協会の事前の同意なく、複写、

若しくはその他の方法により再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、又はこれらの目的で使用するた

めに保管すること  

2. 本規約に違反すること 

3. 公序良俗に反すること 

4. 違法行為・犯罪的行為・重大な危険行為に結びつくこと又はこれらを助長すること 

5. 当協会又は第三者の知的財産権（著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれま

すがこれに限定されません）を侵害すること 

6. 本試験の運営を妨げること、又は当協会の信用を毀損すること 

7. 受験者の登録時に虚偽の申告をすること 
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8. ログイン ID等の不正使用又は他の受験者又は第三者に使用させること 

9. その他、当協会が不適切と判断すること  

(2) 受験者により前項各号に該当する行為又は本試験の趣旨・目的に照らして不適切であると当協会が判断する

行為がなされた場合、当協会は当該受験者に対して、本試験の受験の停止その他当協会が適切と判断する

措置（以下「利用停止措置」とします）をとることができるものとします｡なお、利用停止措置に起因して受験者に

生じた損害については､当協会は一切の責任を負わないものとします｡  

 

１１．損害賠償  

受験者が本規約に違反し、当協会に損害を与えた場合、受験者は当協会に対して直接、間接を問わず一切の損

害の賠償義務を負担するものとします。  

 

１２．ご案内の送付  

当協会より受験者へご案内を送付する場合がございます。  

 

１３．本規約の変更  

当協会は、本規約の内容を変更することができるものとします｡その場合、当協会のサイト上での告知その他当協会

が適当と認める方法により告知するものとします。本規約の変更を告知した時に、当該変更の効力が生じ、受験者

が当該変更を承諾したものとします。  

 

１４．準拠法及び裁判管轄  

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

１５．お問合せ  

ご不明な点がございましたら、当協会までご連絡をお願い致します。  

一般社団法人日本エステティック業協会 事務局 

Mail：aeakoushin@esthesite.jp 

TEL：03-6272-6154 

※お問合せ時間 10：00～18：30（土日・祝日・年末年始を除く） 

お問合せから回答まで数日を要する場合がありますので、予めご了承ください。 


