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日本で取れるオーストラリア国家資格

ɦ

オーストラリア国家資格は
世界５４ヵ国で認知されています
Beauty therapy
Nail technology
Retail cosmetic service
Make up service
Hair dressing
Sports trainer
Massage
Fitness

オーストラリア国家資格は
なぜ、実力と専門性を世界レベルで証明できるのか？
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プライドを高め活躍の場を広げる
エステティックサービスの国家資格
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取得可能資格が美容師・代替医療・
スポーツ分野にも拡大
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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美容・健康産業において、
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、
業界に携わるみなさまの
社会的地位向上と業界全体の水準を高め、
働きがいのある豊かな環境づくりに努めます。
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AIASオーストラリア本校よりメッセージ
Dr. James T. Anderson

Sue-Ellen Machon
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AIAS ビューティセラピー科 学院長 スー・マション
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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

大学・大学院
博 士 号

専門学校

修 士 号

RPLとAQF

グラジュエート
ディプロマ

ボケーショナル
グラジュエート ディプロマ

グラジュエート
サーティフィケート

ボケーショナル
グラジュエート サーティフィケート

学 士 号

œőō͉Recognition of Prior LearningȪমஜڠਠȫ͈ၞ́Ȃ̈́બྶ̦ྫ̩͂͜Ȃ̳́
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サーティフィケートⅢ

高等学校
修了資格
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申込から資格取得までの流れ
お問い合わせ

お申し込み

適正チェック

筆記試験

実技試験

AIAS-JAPANへメール、

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。

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。

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。

AIAS 本校の試験監督が

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。

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
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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 リミディアルマッサージ

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。

国内外で通用するさまざまな代替療法のマッサージ技術と知識に加え、
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。

Certificate IV in

Certificate IV in

Diploma of Beauty Therapy WRB50105
ビューティセラピー

Certificate IV in Beauty Therapy WRB40105

Diploma of Remedial Massage HLT50307

マッサージセラピー

Certificate IV in Massage Therapy Practice HLT40307

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。

代替療法マッサージのプロとして国際的にも通用する確かな専門性、
および総合的な知
識を有していることを認定する資格です。

Certificate III in

Diploma of スポーツトレーナー

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。

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。

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。

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。

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。

Diploma of Sport (Athlete Services) - SRS50406
国内外で通用するスポーツマッサージの技術と知識に加え、さまざまのスポーツにおい
てアスリートのコンディションを保つ能力を認定する資格です

Diploma of フィットネス

Diploma of Fitness - SRS50206
フィットネス産業における、健康管理や体調管理のアドバイスや、施設のマネージメント
ができる能力を認定する資格です

Diploma of 中国伝統療法

Diploma of Traditional Chinese Medicine Remedial Massage
(An Mo Tui Na) HLT50107
国内外で通用する、中国伝統療法（あんま、指圧など）の技術と知識に加え、あらゆる状況
において的確な判断ができ、
適切なトリートメントが行える能力を認定する資格です。

Diploma of ヘアーサロンマネージメント

Diploma of Hairdressing Salon Management - WRH50106
国内外で通用するヘア美容技術と知識に加え、
ヘアサロン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。

Certificate IV in

ヘアードレッシング

Certificate IV in Hairdressing - WRH40109

ヘア美容のプロとして国際的にも通用する確かな専門性、
および総合的な知識を有して
いることを認定する資格です。

Personal Experiences from Our Graduates
資格を取得された方のご感想
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新しい
「自分・仕事」
との出会いに感謝

夢はオーストラリアで独立サロン

キレイという感動を世界中に伝えたい
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この経験を忘れず一流を目指します

世界を意識することで技術が向上

世界に認められる技術者へ
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Study in Australia

オーストラリア留学でさらなるキャリアアップを図る
AIAS本校で8日間の実習体験留学

ビクトリア大学へ編入・長期留学

AUSTRALIAN INSTITUTE OF SCIENCES

VICTORIA UNIVERSITY MELBOURNE

クィーンズランド州 ブリスベン

ビューティセラピー
ヘアードレッシング
リミディアル マッサージ
スポーツトレーナー
フィットネス
現地実習で実力が高まる
ホームステイ先は本校学生宅
● 旅行感覚で勉強もできる
● オーストラリアならではの文化体験
● 海外への道が開ける
●

ビクトリア州 メルボルン

ビューティセラピー
ヘアーサロンマネージメント
リィミディアルマッサージ

上記 Diploma 資格を取得されて
いる方はAIAS本校よりビクトリ
ア大学への推薦編入が可能です

●

ビクトリア大学ホームページ

http://www.vu.edu.au/

