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世界５４ヵ国で評価されるオーストラリア
国家資格が日本で取得可能※

AIAS-JAPANの発足により、これまでオーストラリア本国

でのみ受験可能であった、美容分野におけるオーストラリア

国家資格が、日本でも受験可能になりました。

これにより、エステティックサービスの質と安全を、世界水

準でより明確に顧客に提示できるようになり、個人消費者

をはじめ、ブライダルやリゾートホテルといった法人との関

係がスムーズになりはじめています。

本紙では、オーストラリア国家資格の取得普及を推し進め

るAIAS-JAPANの活動と受験可能な各種資格及び資

格取得者の体験談をご紹介いたします。

日本の美容業界では、美容師・理容師・鍼灸師などの一

部を除いて、美容サービス業の従事に必要な国家資格制

度が整備されていません。美容業の法整備が整っている

欧米諸国の多くでは、エステサロンで勤務する上で、国や

地方自治体が認可する資格ライセンスの取得を義務付

けています。さらにその資格には、通常、ランク付けがあり、

上級資格取得者はプロの中のプロであることを評価される

体制が整い、セラピスト自身も自分の仕事に誇りを持って

働いています。

残念ながら、日本では、協会団体による資格認可制度は

あるものの、それは公式に保証するものではなく、したがっ

て"誰もが"エステティシャンやネイルアーティストになれると

いう環境にあります。このため、非常に高度な知識や技術

をもったセラピストであっても、顧客に安心と信頼のイメー

ジを与えることは非常に困難な状況が続いており、廃業す

るサロンや離職するエステティシャンも増加しています。

そこで重要となってくるのは、サロンやセラピストやアーティ

ストが、提供するサービスの質と安全をどのように顧客へア

ピールできるのか、という問題です。有名一流ホテルに併

設されたサロンで勤務するのであれば、それはある程度

保証されますが、それ以外の大部分を占めるサロンでは、

ネットや雑誌広告での広報活動などに神経を注ぐ必要が

あり、大きな負担となっています。

国家資格で質と安全性をアピールし顧客の信頼を得る
実務経験などあれば、すぐ受験も可能
主要な観光立国のひとつであるオーストラリア政府は、

サービス業のよりいっそうの充実を図るための豊富なサポ

ートと、安全を確保するための厳しい規制を設けています。

このオーストラリア政府が認可する国家資格が日本にいな

がら取得できるシステムと環境を、AIAS-JAPANは提供

しています。

この資格はイギリスやカナダなどを含む世界54カ国で認

知されており、資格保持者の知識と技術が世界水準であ

ることを表します。資格取得者は、資格認定書を店舗内の

目の付く場所に掲示したり、名刺やホームページにその肩

書きを表示したりすることで、高い技術力と安全性をより

明確に提示でき、顧客との信頼関係の構築をより円滑に

進めることが可能となります。

裏面の体験談をご覧ください。

※一部、実技試験のみオーストラリアで行われる資格もあります。54ヵ国は、2010年4月現在イギリス連邦に加盟する国の数です。
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RPLとAQF
RPLはRecognition of Prior Learning（事前学習認定）の略で、公式な証明書が無くとも、すで

に修得している知識や技術を評価し、資格や学位を取得するための単位を認定する制度です。

AQFはAustralian Qualifications Framework（オーストラリア教育資格システム）の略で、

すでに取得した単位や資格を他の教育機関にそのまま移行できる枠組みです。この2つのオー

ストラリア政府教育制度を活用することによって、日本の学校で得た単位や資格及び職場での

実務経験をそのままAIASの単位として認定し、資格試験の受験資格が得られるのです。

より詳しい説明は、オーストラリア政府国際教育機構のホームページをご覧ください。

http://www.studyinaustralia.gov.au

AIAS-JAPAN Organization & Mission

AIAS-JAPANの組織と活動
国家資格の法制度の整備が不十分な日本のビューティ産業において、AIAS-JAPANは、
オーストラリア国家資格の取得を推進しています。この活動を通じて、確かな知識と技術を
備えた人材の育成に貢献し、顧客サービスの質と安全を高め、美容業界の発展に貢献します。

申込から資格取得までの流れ
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AIAS-JAPANとは
AIAS-JAPANは、オーストラリアの美容健康総合学校AIAS（Australian Institute of Applied Sciences）の日本事務局です。

AIAS-JAPANは、ビューティ関連サービスの分野において、オーストラリア国家資格の取得を推進し、顧客に安全で質の

高いサービスを提供できるプロの人材を育成することに努め、日本の美容業界の発展に貢献することを目的としております。

日本では、美容師・理容師・鍼灸師などの一部を除いて、ビューティ関連業に従事するための国家資格制度が整っておりません。

協会団体が認定する資格がございますが、これは公的に保証するものではなく、したがって無資格者でもエステティックサービス

に従事することが容易であり、サービスの質や安全性に不安の目が向けられることもございます。

私どもAIAS-JAPANは、顧客に対して、確固たる基準に基づき、サービスの質と安全をより明確に提示し、ビューティサービス

産業に携わる方々が円滑に活動の場を広げられるよう、その環境を整備して参りたいと考えております。

詳しくはAIAS-JAPANホームページをご覧ください。 http://aias.jp

Dr. James T. Anderson
AIAS校長 ジェームズ・アンダーソン博士
AIASはオーストラリアで最も伝統ある総合美容専門学校のひとつ

で、諸外国からも高く評価いただいております。AIAS-JAPANは我々

の公式な日本代表事務局です。日本の皆様がAIAS本校と同様

に充実した学習経験を楽しまれると確信しております。

AIASとは
AIAS (Australian Institute of Applied Sciences) は、歴史的にはまだ若い美容健康の教育研究分野において、すでに36年の

伝統を誇る総合学校です。観光名所として名高いゴールドコーストに程近い、オーストラリア第３の都市ブリスベンにメイン

キャンパスを構え、ビューティセラピー、自然薬学、スポーツ＆フィットネス、ヘアードレッシング、マッサージセラピー、介護、英語、

ホスピタリティの分野において様々な学習訓練コースを提供しています。AIASのビューティセラピストコースは、ANTA（オー

ストラリア技能訓練局）及びNTFC（技能訓練委員会）による認定を受け、信頼性の高い学習環境を整えています。

AIAS本校へ入学を希望される方は、AIAS-JAPANが留学のお手伝いをいたしますので、ご興味のある方はお気軽に

お問合せください。現地の学生や諸外国の留学生たちと異文化を楽しみながら、知識と技術を高め合うことができます。

詳しくはAIASホームページをご覧ください。 http://www.aias.com.au

Sue-Ellen Machon
AIASビューティセラピー科 学院長 スー・マション
AIASは通学コースと通信コースの双方で、充実したカリキュラム

と学習サポートシステムをご提供しております。一度、AIAS本校

のすばらしい施設にも脚をお運びいただき、卒業生によるスペ

シャルトリートメントも楽しんでいただけたらと願っています。

AIASオーストラリア本校よりメッセージ

Obtaining Australian National Qualification

日本にいながらオーストラリア
国家資格が得られるシステム

お問い合わせ
AIAS-JAPANへメール、
もしくは電話でお問い合
わせください。
詳細をご説明した後、申込
用紙をお送りいたします。

適正チェック
試験を受験する適正能力
が備わっているかチェッ
クいたします。

お申し込み
適正チェック申込書をお
送りいただき、受験料を
お振込みください。
申込完了後、受験対策用の
参考書をお送りいたします。

筆記試験
筆記試験はすべて日本語
で行われます。
選択問題と記述問題が出
題されます。

実技試験
AIAS本校の試験監督が
実技を審査いたします。
通訳スタッフのサポート
により、安心して受験い
ただけます。

試験合格
オーストラリアより政府
発行の認定証が届けられ
ます。



Let's Enjoy the Exams

国内実技試験レポート

Australian National Qualifications

オーストラリア政府公認国家資格
Diploma of ビューティセラピー
Diploma of Beauty Therapy WRB50105
国内外で通用する美容技術と知識に加え、エステの指導者に求められるノウハウを
有していることを認定する資格です。

科 目：フェイシャルトリートメント／アドバンスフェイシャルトリートメント／メイクアップ／
アドバンスメイクアップ／脱毛／アロマテラピー１／アロマテラピー２／リフレクソロジー／
スパトリートメント／スペシャルボディトリートメント／ボディトリートメント／
マニキュア＆ペディケア／ビューティセラピーの実践／Ｐ・Ｄ／解剖生理学／栄養学／化粧化学／
細菌学／コミュニケーション／サロンマネージメント／マッサージセラピー２など

Certificate IV in ビューティセラピー
Certificate IV in Beauty Therapy WRB40105
美容のプロとして国際的にも通用する確かな専門性、およびビューティに関する
総合的な知識を有していることを認定する資格です。

科 目：フェイシャルトリートメント／アドバンスフェイシャルトリートメント／メイクアップ／脱毛／
アロマテラピー１／ボディトリートメント／マニキュア＆ペディケア／ビューティセラピーの実践／
Ｐ・Ｄ／解剖生理学／栄養学／化粧化学／細菌学／コミュニケーション／サロンマネージメント／
アドバンスメイクアップ／アクリルネイル／ジェルネイルなど

※CertificateIIやCertificateIIIなど、すでに資格をお持ちの方は、同一科目の試験が免除されます。

Certificate III in ビューティセラピー
Certificate III in Beauty Therapy WRB30104
メイクやネイル、ワックス脱毛などのビューティに関わる幅広いスキルと知識を
有していることを認定する資格です。

科 目：メイクアップ／アドバンスメイクアップ／脱毛／マニキュア＆ペディケア／アクリルネイル／
ジェルネイル／ビューティセラピーの実践／Ｐ・Ｄ／解剖生理学／化粧化学／細菌学など

Certificate III in ネイルテクノロジー
Certificate III in Nail Technology WRB30204
ネイルのトータル的な技術や、ビジネス管理といったネイルサロン経営者に
求められる能力を認定する資格です。

科 目：マニキュア＆ペディケア／アクリルネイル／ジェルネイル／ネイルアート／Ｐ・Ｄなど

Certificate II in リテールコスメティックサービス
Certificate II in Retail Cosmetic Services WRB20304
フェイシャルの知識を活かしたスキンケア、そしてメイクや化粧品の
プロフェッショナルに求められる能力を認定する資格です。

科 目：フェイシャルトリートメント／メイクアップ／アドバンスメイクアップ／細菌学など

Certificate II in メイクアップサービス
Certificate II in Make-up Services WRB20204
デイメイク、ナイトメイクなどのさまざまな状況とご要望に応じられるメイク技術や、
クライアントの個性に合ったメイクを行う際に必要となる知識を認定する資格です。

科 目：メイクアップ／アドバンスメイクアップ／マニキュア＆ペディケア／
ビューティセラピーの実践など

Certificate II in ネイルテクノロジー
Certificate II in Nail Technology WRB20104
ネイルテクノロジーの基礎となるネイルケア、ぺディケア、ジェル・アクリルネイル、
ネイルアートといった幅広いネイルの技術を持ち、ネイルサービスが行えることを
認定する資格です。

科 目：マニキュア＆ペディケア／アクリルネイル／ジェルネイル／ネイルアート／Ｐ・Ｄなど

 

AIAS-JAPANの発足により、これまでオーストラリア本国でのみ受験可能だったオースト

ラリア国家資格試験が、2009年より日本国内でも受験可能となりました。試験期間中は、

AIAS College of Beauty Therapy本校より試験監督が来日され、試験が行われます。

2009年5月に実施された第2回目となる国内試験には、本校のビューティセラピー学院

長スー・マション先生が来日され、いよいよ実技試験がスタート ！ この度の受験生のみな

さまは、サロンのオーナーや責任者など、現役プロの先生方がほとんどです。

最初はみなさん緊張の面持ちでしたが、そこはさすがにプロ！試験が始まり数分たつと、

普段と変わらぬ手つきで実技試験に取り組まれていました。さらに緊張をほぐして

普段の実力を引き出してもらおうと、スー先生自ら受験生にお声をかけ、リラックスした

雰囲気作りをするといった気配りも。こちらもさすがにプロの先生です。審査しながらも、

受験生一人ひとりにアドバイスされていました。

一日がかりの長い試験も、あっという間に終了。受験生のみなさまも、「試験だと忘れる

ぐらい楽しかった」「サロンのスタッフにも受験させたい」「次回は上のランクの資格に

挑戦したい」と、充実感と達成感に浸っていました。試験終了後は、近くのイタリアン

レストランにて親睦会が開かれました。受験生のみなさまはじめ、スー先生と歴代の

資格合格者が一堂に集い、和

気あいあいと親睦を深めました。

最後にスー先生より、「日本と

オーストラリアがビューティセラ

ピーを通して親睦を深め、とも

に世界へ羽ばたいていきまし

ょう！」とスピーチされ、親睦会は

終了。試験の始まりから親睦

会の終わりまで、ずっと楽しく

充実した一日でした。

みなさまお疲れさまでした ！

2010 適正チェック
実務経験のある方は、適正チェックを通ればすぐ受験可能！

受験資格を得るには、下記いずれかに該当している事が必要です
・ ＡＩＡＳ姉妹校の卒業生もしくは卒業見込みの学生で、各試験の受験に必要な単位を取得している方。

・ 日本の専門学校（ビューティに携わる課程）を卒業し、1年以上のサロン実務経験があり、適正チェックにて適格と判断された方。

・ 日本もしくは海外の美容団体認定資格を持ち、1年以上のサロン実務経験があり、適正チェックにて適格と判断された方。

・ サロン実務経験を３年以上お持ちで（オーナーによる証明書が必要）、適正チェックにて適格と判断された方。

※適正チェックは、各試験の内容およびレベルに応じて異なります。 ※ Certificate IV試験の受験には高等学校もしくは専門学校の卒業資格または

Certificate III資格の取得が、Diploma試験の受験には高等学校もしくは専門学校の卒業資格またはCertificate IV資格の取得が必要な場合があります。

まずは適正チェック！
東京 6/7 沖縄 6/19 
大阪 6/28～ 7/1 
ビューティセラピー／ネイル／メイク  

お問合せはAIAS-JAPANまで
tel.06-6534-0840／support@aias.jp



Personal Experiences from Our Graduates

資格を取得した方のご感想

受験対策講座に大変満足しています
受験対策講座では先生方がとても丁寧に指導してくれました。わからない事がわかる

ようになるまできっちり指導していただき、授業内容に大変満足しています。

Certificate II試験はとても不安でしたが、いざ始まってみると、「え ！ これが試験？」と驚く

ほど試験会場はとてもなごやかで、とってもリラックスでき、練習してきた成果をしっかり

発揮することができました。試験内容はとてもレベルが高く、幅広い理論知識も問われ

るため、試験対策にあたって技術・知識をともに成長できたと思います。

国家資格試験は自分の実力を試すことのできる貴重な場ですので、これから挑戦され

る方は、知識と技術をさらに深めることができると思います。

大阪府
トータルビューティーサロン

jp.yukino
オーナー  越野 有希乃様

愛知県
エステティック＆リラクゼーションサロン

Sleeping Beauty
オーナー 山本 あかね様

大阪府
B．I．P
Esthetic & Nail Salon

オーナー  森井 沙代様

和歌山県
トータルビューティサロン

L a x
オーナー  楠谷 彩様

認定証を見るたびに誇りと自信が！
わたしは和歌山県でエステサロンを経営しています。

23歳の頃から始めて早 6 年になります。最初は何もわからず、ゲルマニウム温浴

2 台だけ置いてスタートしました。そんなある日、オーストラリア国家資格が日本で

取れると聞き、自分の技術も上がるし勲章にもなると思い、がんばってみようと決意し

ました。お店で働きながらの勉強はとても大変でしたが、無事合格して授与式で

Certificate IIの認定証をいただいたときは涙が出るほどうれしかったです。

今は資格認定証をお店のカウンターの上に飾っています。見るたびに自分を誇りに

思い、自信につながっています。わたしの今の夢は、大きな 3階建ての和歌山一の

お店を作ることです。大きな夢ですが、不安は全くありません。

もっともっと自分の技術を向上させて、お客様に最高のおもてなしを施していきたい

と思います。オーストラリア国家資格は、わたしをそんな気持ちにさせてくれます。

海外の方にも喜んでいただける！
海外でも活躍できる国家資格を日本で受験できることにビックリ ！

これなら試してみようと思い、ドキドキしながらCertificate IIを受験して合格しました。

Diploma試験は海外での受験なので、決断するのに勇気がいりましたが、自分へ

のチャレンジです ！　

働きながらの勉強でハードな日々のまま海外へ旅立ちました。

外国人の方の肌質や慣れない環境など、戸惑うこともありましたが、海外のクライア

ントの方々にも喜んでいただけたことが自信につながりました。海外でも通用する

この自信がさらなるステップアップにつながり、サロンワークに役立っています。

Certificate II からDiplomaに合格！
わたしはエステの先生になることを目標に仕事をしてきました。3年間がんばって働い

てきましたが、なかなか自分に自信が持てず、もう一度しっかり学ぼうと国家資格の

受験を決めました。まずはCertificate IIの資格に合格して「わたしもやればできる ！ 」

と自信が付いたので、さらにDiploma試験にチャレンジしました。勉強はもともと嫌い

でしたが、試験対策の勉強はどれも日常業務で役立つことなので苦になりませんでした。

Diploma試験は現地オーストラリアで行われました。

言葉が通じないクライアントや試験官の先生とどうコミュニケーションを取ればいいのか

とても不安でした。でも、試験が始まると、試験官の先生方もクライアントの方々もとっ

ても明るく、笑顔で「リラックスして ！ 」「がんばれば大丈夫よ ！ 」と声をかけてくれました。

日本の試験のイメージとは雰囲気が全然違っていてビックリしました。

いっしょに受験した方々はみなさん出身がバラバラでしたが、同じ目標に向かって

がんばってきたので、とても有意義なお話もいろいろできました。これからは自分の夢

に向かってがんばりつづけ、知識と技術を極めていく努力をしたいと思います。

ど素人からスタート
シェービングサロンを引き継ぎ、サロンを始めて3年半。エステに関してほぼ"ど"素人だったわたしが、今こうして2件の大手結婚式場

とブライダルエステ提携を結べるようになったのは、オーストラリア国家資格Diploma取得のためにエステの勉強を本格的に始めた

ことがきっかけでした。当初、開業から1年たっても店の方向性を見出せなくとても悩んでいました。これではいけない ！ エステを基礎

から学ぼう ！ と学校へ通い始め、やるからには一流のエステティシャンを目指して「Only Oneのサロンを作りたい ！ 」と考えました。

そんなわたしにとって、他店と差別化を図ることがとても重要で、オーストラリア国家資格の取得はとても魅力的でした。

安心と信頼の大きな証明！
エステの素人だったわたしでしたが、1年の勉強で資格を取得できた上、それからわずか5ヵ月後

には結婚式場との提携が決まりました。サロン経営においては、ブライダル契約を獲得することに

どこも必死です。しかし、今もなお根付くエステティック業界の悪いイメージは、結婚式場にとって

は非常に神経を使う部分です。こういった状況において、オーストラリア国家資格は、結婚式場に

対して、安心と信頼の大きな証明となりました。この3月には、2件目となる地域でも一番人気の

結婚式場との提携が決まりました。大きな信頼を得たことでまた大きな責任を負うことになりま

したが、これに臆することなく挑戦できるのも、資格取得を通して得た専門知識と技術があるから

こそです。資格取得を考えてらっしゃる方は、ぜひチャレンジすることをお勧めします。

大阪府
愛雅粧エステティック専門学院

学 生  山田 浩世様


