
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付申込期間  2020年12月8日（火）～2021年1月19日（火） 

試験日  

筆記試験（一次）  2021年1月8日（金）～2021年1月22日（金） 

 

受験案内を必ず最後までよく読んで、記載されている内容に同意したうえで 

受験いただくようお願い致します。 

※HPに掲載の「感染症対策について 受験者の皆様へ」も必ずご確認ください 

※会員・認定校の方は別途受験受付期間が異なります 

会員・認定校の団体担当者様へご確認ください 

 

 

 

⚫ 実技試験（二次）実施 
（全国主要都市で順次実施予定） 

※筆記試験合格後にご案内します 

 
 
 

一般社団法人 日本エステティック業協会（ＡＥＡ）  

第 37 回 
AEA エステティシャン認定試験 

筆記試験 受験案内 
【一般・実務経験者用】 



 

受験者のみなさまへ 

 

AEA 上級認定エステティシャン及び AEA 認定インターナショナルエステティシャンの筆記試験に関し、2021 年 1 月

実施回より（株）シー・ビー・ティ・ソリューションズが運営する CBT (Computer Based Testing)方式を導入いたします。 

https://cbt-s.com/service/cbt.html 

CBT 方式により受験生の方には、同社の全国 280 か所にある会場にて、設定期間の間に、都合の良い日時に会

場に赴き、会場に設置の PCにて試験を受けることが可能となります。会場にては感染防止対策が取られております。

【会場一覧：https://cbt-s.com/testcenter/】 

 

【申請方法】 

 従来の願書を廃止→インターネット上のＣＢＴ専用ページより受験者の方がマイページ作成（個人情報入力）

を行い、そこから申請ができます。 

ＵＲＬ：現在作成中 12 月 8 日サイトオープン(受付申込開始)  

 実務経歴書等の書類は筆記試験合格者のみ、後日提出が必要となります。 

 試験は受験者の方がご自身で期間内に、受験会場・日時を予約し受験することとなります。（受験会場ごと

に開場時間が設けられております。） 

 

 

 

 

https://cbt-s.com/testcenter/


1. 受験申込から筆記試験までの流れ 

 

①受験資格の確認 

「2.資格種別と受験対象者」でご自身の受けられる試験の条件を必ずご確認くださ

い。 

※合格後に受験者の虚偽や確認不足により、受験資格を満たしていないことが判明

した場合は合格が取り消しとなります。 

②マイページ作成 
受付申込期間になりましたら、ＣＢＴ専用ページよりマイページ（個人情報）作成をお
願いします。※スマートフォンからの登録も可能です 

③受験予約 
受験する会場・日時を選択してください。 
※申込日から 3 日目以降の予約が可能 

④決済 クレジットカードもしくはコンビニ支払いにて決済ください。 

⑤受験予約完了 

ご登録の E メールアドレスに予約完了のお知らせが届きます。 

※コンビニ支払いの場合は期限内に振込完了次第  

お申込内容、お支払手続き及び試験会場を必ずご確認ください。 

予約した試験の確認、変更・キャンセルをする場合は受験予約画面から行えます。 

（予約日の 3 日前まで可能、それ以降は不可） 

⑥テスト会場へ到着 試験開始 30 分～5 分前までに到着してください。遅刻すると受験ができません。 

⑦受付 

1. 当日、試験会場につきましたら、本人確認書類を提示してください。 
※本人確認書類：https://cbt-s.com/examinee/faq/detail/415.html 

2. 受付担当者より「受験ログイン情報シート」をお渡しします。記載内容を確認してく
ださい。 

3. 携帯電話や上着などのお手荷物全てを指定のロッカーにお預けください。(ロッカー
がない会場の場合は、会場に応じて対応が異なります)。 

4. 試験中に利用できる筆記用具とメモ用紙を受け取り、試験室に入室してください。 

⑧試験会場入室後 

1. 試験会場入室後、「受験ログイン情報シート」に記載されている ID とパスワードを
入力し、受験を開始してください。 

2. テストマシン上で、試験科目を確認してください。 
3. 試験の開始です。 
4. 試験内容に関する質問には一切お答え致しません。 
マシントラブルが発生した場合は、すみやかに会場の試験官までご報告ください。 

⑪試験終了 

試験終了後に画面上で筆記試験結果通知が表示されます。 

会場で合否通知書を受け取りください。 

合格者は、「6.合格された方へ 【必要な提出書類】」を３週間以内にご提出くださ

い。書類確認後、後日実技試験受験案内をお送りします。 

※ ドメイン指定受信などの受信制限を設定されている場合には、AEA 事務局からのメールを受信できる
ように「esthesite.jp」の受信許可設定をお願いいたします。 

【再受験について】 

筆記不合格の場合、会場予約期間内で尚且つ会場の予約が取れれば、再度申込・決済の上受験が可能と
なります。 

https://cbt-s.com/examinee/faq/detail/415.html


2. 資格種別と受験対象者  
 

AEA 上級認定エステティシャン ※下記のいずれかに該当する方 

フェイシャルまたはボディに関して 

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または

他団体の同等の資格（※1）以上を

取得後、フェイシャルまたはボディに

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 ※下記のいずれかに該当する方 

AEA 上級認定エステティシャン資格

取得後、フェイシャルまたはボディに

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

を保有し、フェイシャルまたはボディ

に関して、通算 3 年以上の実務経

験を有する方 

下記の国内資格、国際資格のいず

れかを保有し、フェイシャルまたはボ

ディに関して、通算 3 年以上の実務

経験を有する方 

【国内資格】  一般社団法人日本エステティック協会 「認定トータルエステティックアドバイザー(ＴＥＡ)」 

【国際資格】  
・ICAM 「アドバンスト レベル 2 ビューティシャン」  ・INFA 「ゴールドマスター（国際パスポート）」 

・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」 

※受験年齢下限：2021年1月22日時点で満18歳 

※実務経験年数：2021年1月22日時点で受験資格の勤務歴を満たしていること 

 

3. 筆記試験内容 
 

 AEA 上級認定エステティシャン AEA 認定インターナショナルエステティシャン 

出題範囲 

下記のいずれかを選択できます。 

（1） 2018 年度版テキスト：「美容脱毛学」「美容脱毛実技理論」を除く全科目 （例題集 Vol.3） 

※ワックス脱毛については含む 

（2） 2020 年度版テキスト（例題集 Vol.4） 

出題形式 
マークシート 4 択式  出題数 100 問 

※出題は毎回シャッフルされます 

マークシート 4 択式（100 問）、述式（20 問）出題数 120 問 

※出題は毎回シャッフルされます 

合格ライン 70％以上の正答 80％以上の正答 

 

4. 受験料について 
 
【受験料】 

●AEA上級認定エステティシャン 

筆記試験（一次）  14,300円（税込） 

●ＡＥＡ認定インターナショナルエステティシャン 

筆記試験（一次）  17,600円（税込） 
 

※AEA会員団体申込割引：AEA正会員・準会員企業・認定校に勤務している方、または認定校卒業生が団体担当者より 

一括申込した場合に限り適用されます。（AEA実技試験対策講座のみ受講者は対象外） 

団体担当者様へご確認ください。 

※ 変更・キャンセルは予約日の3日前迄であればWEBより手続き可能です 

※ 筆記試験（一次）合格後、実技試験（二次）受験の際に別途受験料を申し受けます 

 



5. 合否通知について 

 

筆記試験が終了次第パソコン上に合否が通知されます。お帰りの際に合否通知書を受け取りください。 
 

※ 筆記試験（一次）の合格有効期限5年の間に実技試験（二次）を合格した後、登録手続きをして資格取得となります 

※ 実技試験（二次）のご連絡はメールにて行います。aeashiken@esthesite.jp からのメールを受信できるように設定を

お願い致します 

 

6. 合格された方へ 【必要な提出書類】 
 

合格者は、以下の必要書類を揃えてメール（aeashiken@esthesite.jp）にてご提出をお願いします。 

受験期間終了後にご提出の無い場合、実技試験（二次）の案内が出来ず、資格の取得が出来ませんのでご了承ください。  
 

     資格種別 

 

受験対象者 

AEA 上級認定エステティシャン 
AEA 認定インターナショナル 

エステティシャン 

実務経験者 
・実務経歴書 ※1※2 
・保持資格のディプロマ等のコピー 

AEA 認定校 

卒業者 

◆実技試験に合格している方 （実技試験免除） 

① 実技試験合格証明書（実技試験日より 3 年間有効 認定校より取り寄せ） 

◆実技試験に合格していない方 

①「カリキュラム修了証明書」（認定校より取り寄せ） 

 

 

◼ 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等）は受理出来ませんのでご了承ください。 

◼ 受験者の虚偽や確認不足により、受験資格を満たしていないことが判明した場合は合格が取り消しとなります。 

※1 勤務していた会社から押印をもらえない場合は、源泉徴収票・ねんきん定期便・給料明細など（会社名と勤続期間が記入

されている書類）を期間分提出してください 

※2 受験者自身が代表者の場合は、登記簿謄本・納税証明書・個人事業の開廃業等届出書など（会社名と代表者、かつ設立

年月日等で期間の証明できる書類）を提出してください 

 

7. 問い合わせ 
 

一般社団法人 日本エステティック業協会 事務局 

MAIL： aeashiken@esthesite.jp   TEL： 03-6272-6154(平日 10：00～18：30) 

住所：〒102-0083  東京都千代田区麹町3-2-1 HAKUWAビル3階 

 

【参考】 資格登録の手続き 
 

資格登録の手続きは、実技試験（二次）合格後に行います。 

 

⚫ 資格登録料  14,850円（税込） ※2020年10月現在 

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します） 

mailto:aeabe@esthesite.jp
mailto:aeabe@esthesite.jp
mailto:aeabe@esthesite.jp


 

提出日：西暦　20　　　年　　　月　　　日

・受験案内（1.資格種別と受験対象者）をよく読み、受験資格に必要な実務経験年数をご記入ください

・勤続期間を種別ごとに記入し、その会社の代表者氏名と代表者印をもらってください

代

表

者

氏

名 印　　

代

表

者

氏

名 印　　

代

表

者

氏

名
印　　

代

表

者

氏

名 印　　

※試験日までの通算勤続期間をご記入ください

【注意】

※代表者印にシャチハタ等の認印や、ゴム印のみの場合は受理できません

※代表者印とは、会社角印か会社実印、もしくは会社の代表者印（○○店の店長印は不可）を指します

※ご自身が代表者の場合は、代表者であることの証明書が必要です（例：登記簿謄本、納税証明書など）

※通算勤続期間において、端数日の合計は３０日をもって一ヶ月とみなし、３０日未満は切り捨ててください

※実務経歴書は必ず提出してください

※合格後に受験者の虚偽や確認不足により、受験資格を満たしていないことが判明した場合は合格が取り消しとなります。

実務経歴書
AEAエステティシャン認定試験

本　人　氏　名 現在の勤務先（会社名／サロン名）

／

会社名
種別と勤続期間

フェイシャル ボディ

　西暦　　　 　西暦　　　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

～　 ～　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

　西暦　　　 　西暦　　　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

～　 ～　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

　西暦　　　 　西暦　　　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

～　 ～　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

　西暦　　　 　西暦　　　

　年 　　　　　月　　　　　日 　年 　　　　　月　　　　　日

～　 ～　

　年 　　　　　月　　　　　日

　　　 　　年　　  　ヶ月 　　　 　　年　　  　ヶ月

一般社団法人　日本エステティック業協会　　AEA認定エステティシャン養成制度

　年 　　　　　月　　　　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

通算勤続年月日数

             　 年　　 　   ヶ月　  　　日

通算勤続期間(※)

フェイシャル ボディ

※必ず種別ごとにご記入ください


