
AIAS-JAPANの組織と活動
一般社団法人AIAS-JAPANは、オーストラリア最大級の美容健康
総合学校Australian Institute of Applied Sciences（AIAS）の
日本事務局です。
国家資格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普及を推進しています。
AIAS-JAPANは、この活動を通じて、業界に携わる皆さまの社会的
地位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
に努めています。ビューティセラピーをはじめ、マッサージセラピー、
ヘアドレッシング、フィットネスなどのオーストラリア国家資格を日本
で取得することが可能です。
詳しくはAIAS-JAPANホームページをご覧ください。

http://aias.jp

AIASとは
AIAS (Australian Institute of Applied Sciences) は、
1974年に設立されたオーストラリア最大級の美容健康
総合学校のひとつです。
AIASは、健康、美容、サービス業の分野において、世界
水準のオーストラリア連邦政府認定国家資格コースを
提供しています。2009年からは世界的な教育企業である
スタディグループがAIASの運営に加わり、オーストラリア、
イギリス、アメリカをはじめとする国々において100校以上
の高等教育機関と提携し、世界130か国以上の学生に
教育サービスを提供しています。
詳しくはAIASホームページをご覧ください。

http://www.aias.com.au
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RPLとAQF
RPLは Recognition of Prior Learning の略で、以前の訓練、専門教育、就労経験などを評価する単位認定
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
の実務経験等をそのままAIASの単位として認定することが可能です。
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

申込から資格取得までの流れ
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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
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。

筆記試験
筆記試験はすべて日本語
で行われます。
主に選択問題が出題され
ます。

実技試験
オーストラリア国家資格を
有する試験官が審査いたし
ます。

試験合格
オーストラリア国家資格認
定証が届けられます。

Australian National Qualifications

オーストラリア政府公認国家資格
ディプロマ・ビューティセラピー
Diploma of Beauty Therapy

国内外で通用する美容技術と知識に加え、
エステの指導者としての能力を有していることを認定する資格です。

サーティフィケートIV・ビューティセラピー
Certificate IV in Beauty Therapy

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。

サーティフィケートIII・ビューティサービス
Certificate III in Beauty Services

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。

サーティフィケートII・リテールメイクアップ＆スキンケア
Certificate II in Retail Make-Up and Skin Care

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。

サーティフィケートII・ネイルテクノロジー
Certificate II in Nail Technology

ネイルテクノロジーの基礎となるネイルケア、ペディケア、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。

ディプロマ・リミディアルマッサージ
Diploma of Remedial Massage

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、
指導者としての能力を有していることを認定する資格です。

サーティフィケートIV・マッサージセラピー
Certificate IV in Massage Therapy Practice

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。

サーティフィケートIV・フィットネス
Certificate IV in Fitness

フィットネスセンターやジムのパーソナルトレーナーとして活躍するため、
またはフィットネス分野で独立開業するために必要な技能と知識を認定する資格です。

サーティフィケートIII・ヘアドレッシング
Certificate III in Hairdressing

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。

ディプロマ・サロンマネジメント
Diploma of Salon Management

ビューティセラピー、ヘアドレッシングなどのサービス業における
サロンオーナーまたは経営者としての能力を有していることを認定する資格です。

国境を越えた
文字どおりのスキンシップ
スキンシップとは、肌と肌を触れ合って心の交流を図る
こと。今回、AIAS-JAPANによって催された海外学術
交流スタディツアーでは、まさに施術者同士が肌と肌を
触れ合うことで、国境、言語、文化を越えて、知識、技術、
そして心の交流が行われた。
このスタディツアーは2014年5月18日から5日間の日程で
オーストラリアで実施され、オーストラリア国家資格を取
得して現在日本で活躍するプロのビューティセラピストと
マッサージセラピストの総勢21名が参加した。
今回のスタディツアーの主な目的は、オーストラリア最大
の総合専門学校のひとつであるAustralian Institute of 
Applied Sciences（AIAS）を訪問し、講師や学生の方々
と2日間にわたる学術交流を図ることである。
訪問時、AIASは冬季休暇中であったにもかかわらず、
たくさんの講師、スタッフ、学生が日本からの訪問団を
温かく迎え入れ、活発な交流活動
が行われた。

セラピストに自信と誇りをもたらす
オーストラリア国家資格制度
日本からの参加者が今回の交流会をとおして一番強く印象
に残ったことは、オーストラリアのビューティセラピストや
マッサージセラピストは強い自信と誇りをもっているという
ことであった。
なぜなら、オーストラリアのセラピストは、美容や健康の
プロとして、医師に次ぐほどの専門家であると社会から信頼
されているからだ。そして、この社会的信頼を支えている
ものが、系統的に整備された国家資格制度の存在である。
AIAS訪問の冒頭、AIASのスターク校長からオーストラ
リアの国家資格制度やAIASの教育システムについて説
明があったが、たとえば、美容・健康の専門学校である
AIASから単位互換制度を利用してビクトリア大学などの
学士課程や修士課程への編入または進学を可能にして
いるのも、まさに国家資格制度が十分に整備されている
からである。
また、この国家資格制度の上に成り立っている職業訓練
教育は、理論と実践を有機的にリンクさせ、多くの実習
課程をとおして学生が専門家として社会に貢献できると
判断された段階になって資格が交付される。
この点が、認定試験や卒業試験に合格すれば直ちに資格
が交付される日本の制度とは若干異なる。それがまた、
プロとしての誇りや自信を培っている要因であろう。

海外だからこそ再認識できる
日本の技術の可能性
日本からの参加者は、それぞれエレクトロハンド、ケイラク
美容ハンド、BMKリラクセラピー等の実演を行った。
施術を受けた体験者は、初めて受ける日本の施術に対し
て、一様に「これまで味わったことのない体験だ」と驚き
とともに満足し、また、その実演を観察していたAIASの
講師や学生も、日本の技術を少しでも学ぼうと熱い視線
を送った。
さらに、実際の施術テクニックを体験してもらうだけでなく、
志賀一雅博士によるエレクトロハンドと脳波に関する研究
発表や大澤訓永先生によるBMKリラクセラピーの理論
講義を通じて施術効果を科学的に説明することで、日本
の施術に対する理解をよりいっそう深めてもらうことに
も成功した。
海外の専門家や教育機関と交流を図り、日本独自の施術
法のすばらしさを紹介するたびに、日本の技術が海外で
（または海外からの訪問者に対して）十分に通用する可
能性を強く実感することができる。
日本のセラピストが国内外で活躍できる機会はこれから
どんどん広がっていくことだろう。
今回の学術交流会は、参加者にとって、まさにその第一
歩を踏み出すための貴重な機会となった。
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オーストラリア学術交流スタディツアー・レポート
このたびAIAS-JAPANは、5月18日から５日間の日程で、オーストラリアの美容・健康
分野の総合専門学校AIAS（Australian Institute of Applied Sciences）と学術交流
を図るスタディツアーをオーストラリア・ブリスベンで実施いたしました。
今回は、ビューティセラピーの分野だけでなく、日本BMK美健協会の協力により、
マッサージセラピーの分野においても広く交流が行われました。
AIASとの学術交流会では「オーストラリア教育制度とAIAS教育システムの紹介」
「AIAS講師による講義」「志賀一雅博士による研究発表」「技術交流会」、以上
４つのプログラムが行われました。
ここではその学術交流会の詳細をレポートいたします。

学校教育とリンクした
オーストラリアの国家資格制度
オーストラリアの国家資格制度とAIASの教育システムに関する紹介は、AIASのスターク
校長自らが説明してくださいました。
このプレゼンのなかでもっとも興味深かったことは、美容と健康の専門学校であるAIAS
から、単位互換制度によって大学や大学院へ編入や進学ができるというお話でした。
日本の教育制度では、「エステの専門学校で単位を取得して大学に進む」といったような
ケースは聞いたことがありません。
このような進路がオーストラリアで可能なのは、ビューティセラピーやマッサージセラピー
が国家資格として制度化され、さらに高等教育と体系的にリンクされているからです。
また、2009年からは世界的な教育企業であるスタディグループ社がAIASを運営して
いますが、同社は、オーストラリア、カナダ、イギリス、アメリカを中心に100校以上の高等
教育機関と提携し、130か国以上の学生に対して、現代のグローバル社会で活躍する
ための教育機会を提供しています。
今回のようにビューティやマッサージ分野において国際的な学術交流が実現できたのも、
このような国際ネットワークの基盤や活動実績があるからだと実感しました。

AIAS講師による
ビューティセラピー講義

AIASビューティ学科のオードリー先生に
よるハイドロセラピーとホットストーンマッ
サージの講義が開かれました。
いずれもリゾート大国オーストラリアならで
はの施術プログラムです。
この講義では、多彩なプログラムが組み込ま
れた“Spa Oceana”というハイドロセラピー
機器が紹介されましたが、機能が多岐に

わたることから、使用前の顧客のコンサルテーションが非常に重要で、顧客の要望や
コンディションに最適なプログラムを綿密に計画する過程が詳しく説明されました。
また、ホットストーンマッサージの実演を受けた体験者は、施術にうっとり…。
まさにリゾート気分を満喫しているかのようでした。

志賀博士による
エレクトロハンドと脳波に関する研究発表
今回の学術交流会には、脳力開発研究所
の志賀一雅博士が参加くださり、エレクトロ
ハンドと脳波との関係に関する研究を発表
してくださいました。志賀博士はアルファ波
研究の第一人者のおひとりで、アメリカの
バラク・オバマ大統領から米国大統領諮問
機関ゴールドアワード（金賞）を授与された
実績のある研究者でいらっしゃいます。
この研究発表では、エレクトロハンドが人の精神に与える癒しの効果を、目にわかる
データを提示してわかりやすく立証してくださいました。
これまで、エレクトロハンドが人のお肌や精神に与える効果は、お客様に実感していた
だくことでしか証明するすべがありませんでしたが、今回の志賀先生の発表によって、
脳波の数値を目で確認することによって誰もがその効果を理解できるようになりました。
志賀先生のご尽力により、エレクトロハンドの普及が促進することが期待されるととも
に、ビューティセラピストの施術に対する自信もさらに高まります。
また、世界に向けてエレクトロハンドの普及を促進していくうえでも、今回の志賀先生の
ご発表は、日本のセラピストが世界に躍進するための礎を整えてくださるものです。

マッサージセラピー技術交流会
マッサージセラピーの技術交流会は、大澤
訓永先生によるセミナーからスタート。
大澤先生は、日本BMK美健協会の代表理
事を務められており、整形外科や総合病院
における施術経験と解剖生理学や東洋医学
などの理論に基づく独自の「BMKリラクセ
ラピー」を生み出されたセラピストです。
このセミナーでは、BMKリラクセラピーの
理論を丁寧に説明くださいました。
その成果あってか、セミナー後の実演では、当初施術を体験するモデルが２名だった
はずが、予定していた以上に体験希望者が押し寄せ、日本のマッサージセラピストの
先生方が全員協力し、一斉デモンストレーションが繰り広げられました。
会場は熱気に包まれて、マッサージの先生方はとてもかっこよく輝いていました！
また、マッサージセラピーの技術交流会では、ただ単に「気持ちがいい」という感覚を
体験してもらうだけでなく、より客観的に施術効果を評価してもらうために、施術前後

にモデルを写真撮影して、施術を受けた体
験者自らに施術効果を客観的に確認してい
ただきました。
マッサージを受けた方々は、施術後の自身
の変わりように大変驚いていましたが、その
あまりの興奮に、「日本に帰らずにオーストラ
リアで専属のセラピストになってください！」
と懇願する人まで現れました。

その後は、AIASの学生による実演に交代です。
日本の先生方は、治療効果の高いリミディアルマッサージを体験され、日本の技術と
の違いを体に覚え込ませて、少しでも自身の施術に生かせるものがないか真剣に勉強
されていました。お互い言葉はあまり通じませんが、理論や技術に共通する部分がとても
たくさんあるので、指先から伝わる情報をもとに充実した交流が図られました。

ビューティセラピー技術交流会
ビューティセラピーの技術交流会は、日本の
施術テクニックのデモンストレーションから
スタート。
熊田詢子先生がエレクトロハンドを、山本あかね
先生がケイラク美容ハンドを実演されました。
施術を受けたモデルの方 は々、「今まで味わった
ことのない癒しの感覚！」「30分で肌がこんな
に変わるなんて！」と感激されていました。
また、施術を見学していたマッサージセラピストの方 も々「ビューティセラピーでここまで
できるのか」と感心していらっしゃいました。
さらに、AIASオードリー先生からのリクエストで、熊田先生はアームマッサージを、
山本先生はホットタオルワークを実演。学生たちは、日本の細やかなテクニックに魅了
されて、少しでも自分のものにしようと熱心に学んでいました。

次はAIASの学生と卒業生がテクニックを披露する番です。
日本からの参加者は皆さん第一線で活躍され
ているプロの先生方ですが、AIASの学生や
卒業生たちの施術を体験されて、プロを目指す
オーストラリアの若者たちのがんばりに「自分も
もっとがんばらなければ！」と刺激を受けていら
っしゃいました。
また、AIASの学生たちも、日本のプロから
技術を称賛されて、少し照れながらも自信を
高めていました。
こうして２日間にわたる技術交流会はあっという間に終了してしまいましたが、オードリー
先生は、数年前からエレクトロハンドに興味を抱いていることもあって、日本の技術を
「もっと見たい！」「習得したい！」「時間が足りない！」と興奮気味に語られていました。
AIASを訪問して技術交流を行うたびに、日本の技術が世界で成功を収める可能性を
強く実感することができます。
興奮覚めやらぬまま学術交流会は終わりを告げ、修了式へと移りました。

修了式と親睦会
スターク校長から修了証が授与され、また、ビューティ学科長のダニエル先生からは
親交の証としてプレゼントまで頂戴いたしました。
さらにその後、懇親会が開かれましたが、内容の濃いハードな研修が終わったことも
あってか、皆さんの顔には笑顔と達成感がにじみ出ていました。
また、AIASの校長先生や講師の方々から「日本のセラピストのすばらしい技術を知る
ことができ、また、オーストラリアの技術も知っていただくことができました。これからも
日本とオーストラリアの交流を深めていきましょう」と、温かいメッセージをいただきました。
学校が休暇中であったにもかかわらず、この学術交流会を成功させるためにさまざま
な準備と心温かいおもてなしを提供してくださったAIASの皆さまには本当に感謝の
気持ちでいっぱいです。また、日本から参加してくださいました皆さまも、大変お疲れ
さまでございました。
次回はさらに充実したプログラムになるようAIAS-JAPANは奮闘いたします。

▲スターク校長から修了証が授与

Voice of the study tour participants

スタディツアー参加者の声
クラウン商事株式会社
熊田 詢子 様
AIAS校での技術交換で､エレクトロハンドのデモンストレーターを務め、
オードリー先生や生徒さん､モデルになってくださった方に大変感激して
いただき、改めて日本の技術の高さとエレクトロハンドの良さを実感す
ることができました。
自分の中で忘れかけていた感動を思い起し、初心に帰り、あの時の感動
を新たに沢山の方に伝えて行くことこそ、私のこれからの使命だと、奮い
立たせていただきました。

スリーピング ビューティ
山本 あかね 様
とても有意義で楽しい時間を過ごさせて頂き心から感謝しております。
志賀先生の研究発表は、私達エレクトロハンドセラピストにとって絶対的な
確信と自信を与えて下さる研究内容で、今後の営業活動に大いに生かし
て行きたいです。来年以降も、第２回・第３回とこのオーストラリア研修が開催
されるのであれば、是非お声を掛けてください。
今回は本当に良い機会を与えて頂き、ありがとうございました。

トータルビューティ ラシュレ
佐々 育美 様
今回、AIAS校の見学と技術交流を体験させて頂きました。
AIAS校の見学をして感じたのは、各分野を専門的に学習でき、クライア
ント様を通し実銭経験を積み重ねながら学べる体制になっていることに
とても感心し、この教育を学びスキルアップしていける事は、とても恵まれた
環境に自分がいることを再確認し、自分自身のスキルアップをしていきたい
と思いました。

エステティック アプラディール  
大橋 尚峰 様
日本の美容教育には理美容を除き、国家資格は存在しない為、国が定
めたスタンダートがありませんが、私はオーストラリア国家資格取得者とし
て、今回の経験をしっかり次に活かしていけるよう、好奇心と向上心を持
ち、新たな目標に向かって成長していきたいと思います。

エステサロン ラローズ
天見 佳子 様
AIAS校でのオーストラリアの技術を受けさせていただき、とても良い経験
になりました。技術交流はいいですね。次回、又参加させていただきたいと
思います。

クラウン商事株式会社
杉本 恵美 様
5日間ありがとうございました。良い経験させて頂き、とても勉強になりました。
ここで出会えた方々、たくさんの助言をこれからに生かしたいと思います。

アンベリール鍼灸院
窪田 誉子 様
短期留学に参加させて頂き、日本では学べないことを学ぶことができました。
そのことを活かして、今後も頑張ります。よろしくお願いします。

日本BMK美健協会
大澤 訓永 様
3日間の短期留学に参加させて頂き、これまでの治療・施術家としての
人生感が変わる貴重な体験をさせて頂きました。豪州独自の本場技
術の施術体感、現地の方々に対しての日本技術の施術。
豪州の国家資格の体制と業界の現状の学び、世界と日本の常識と
非常識、違い、そして差。現地の方 と々の交流を深めた懇親会…。
日本では絶対に経験できない貴重な体験。次回開催を今から心待ち
にしております。

愛はり灸整骨院
田中 愛 様
私は今回のオーストラリア研修はAIASの学校も見たいっていう思いも
叶えられたし、オーストラリアの人たちとの交流も持てたし、何より日本に
帰って頑張ろうっていう気持ちを持たせてもらいました。私にとってはホ
ントにいろいろな意味でいい経験をさせてもらえて感謝しています。

あいきはり灸整骨院
佐久間 藍 様
短期留学が形になった事は、何よりも大きかったと思います ！ 
私個人としては、オーストラリアのセラピストの方に出会えた事やお話し
できた事、志賀先生のお話を聞けた事、その他にもたくさ～んの収穫
がありました ！ 本当に本当にありがとうございました。

ホリスティック立川整骨院
宮野 英一 様
今回、当初の目的以外にも多くのこと体験し学ぶ事ができました。
他の先生方の強い思いや、こだわりに触れ、新たな気づきも生まれました。 
このような素晴らしく、貴重な体験の場を与えてくれたAIAS-JAPANや
BMKの皆さんには本当に感謝してるんですよ ！
また是非参加させて頂きたいと思います。

三国ヶ丘鍼灸整骨院
田和 博 様
一緒の思いでオーストラリアに行かれた他の先生、きっかけを作ってく
れたBMK関係者、本来オーストラリアに行けるパイプを作ってくれた、
AIAS-JAPANの皆さんに感謝感謝感謝しております。

志知整骨院
志知 成治 様
今回のオーストラリア研修は現地のリミディアルマッサージなども勿論
勉強になりましたが、志賀教授の講義が今までやってきたことの数値
で裏付けされたことが非常に勉強になりました。

やまもと整骨院
山本 康之 様
成功の反対は行動しないことです。資格を取っても行動しなければ
成功しません。オーストラリアに行って現状を自分の目で確認し、広い
視野で業界を見る力を付けてください。

せいりき鍼灸整骨院
勢力 匡展 様
今回のオーストラリアには本当に来て良かったと思っているので、色々
と手配してくれているAIAS-JAPANには感謝しかありません。


