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Personal Experiences from Our Graduates

資格を取得された方のご感想
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˝̈̇˽̊́̐ȁΠȜΗσΫνȜΞͻȜυϋ

ՔٗણΑΞΞͻΛ·֭ڠ

ΥͼσɕͺͼρΛΏν

ȜȜȁᩊୄ

ڠȁ;ͼυΫܔখ

ȜȜġġġΏνȜȆΏȜ

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

̱̀ުٳĲĴාȂ·ρͼͺϋΠ͈ྖ௷ۜͬड୶ͅΑΞȂ

ȜΑΠρςͺ̥̩̱̱࣭ͣͣ͊̀ܦུͅਯ͚ࠨփ̱̹ͬ

ौ͈ࣽΈυȜΨσฺ̞ͅاఉ̩͈ݖ̤͈૽࣭ٸအ̮ͅြ

ΰͺȜȆιͼ·͈̈́̓ယ̹̱̞̱ܿͬͤ̀͘͘ރȃ

̧͂Ȃոஜ̥̹̜͈ͣ̽ྙޟΑΞ͈༓͈ޑ࣐̹͛ȂՔ

ഝ̞̹̺̞̤̳̀ͤ͘ȃ̷͈̠̈́͢ܥ̦ٛ௩̢̹ম́Ȃྪ

·ρͼͺϋΠ͈ͥ͛ݥτασ̦শయ͈ၠͦ͂͂ࣞͤ͘͜ͅȂ

ٗણ͈͒වࠨͬڠ౯ȃ̱ڠই̳̪͛̀ͅŤŦųŵŪŧŪŤŢŵŦġĮŊŊ

͉٬ٸഝ͒͂ཛྷ̞̳ͣͭ́͘ȃྪ͈࡛̫࢜̀ͅΠΛί

υῧ̽̀ͅήρϋΟͻϋΈͬ࿅॑ಎͅȜΑΠρςͺ࣭

͈দࡑ̦Քٗણ́ঔ̯̭̱̹ͦͥ͂ͬͤ͘ȃȶজ͉ͅ

τασ͈̫̠ܿͬ̾͂͢ͅࣉ̢Ȃ̠֚͜ഽခྴ̈́Υͼ

ز̭͈ͬ͂ڒ̧ྸ̴ͩࡑͬࠨփȃ

ྫၑȊȊȷ͂ࠨ̫͛̾Ȃະհ̦̞̹̫̽̀ͦ̓Ȃ୶༷̥ͣȶఱ

σͅࢷڠ̞ड૧͈͈ܿਠංͅ႗͙̱̹͘ȃոஜངͦ

ŅŪűŭŰŮŢ৾ංࢃ͉გظ५ŊŃŘယࢷڠΑΞ࣒ش

સຳ̧́ͥȊȷ͂؊̯ͦ׳ಯ̳ͥࠨ̧̦̱̹́͘ȃদࡑ

̹ম͈̜ͥȜΑΠρςͺ͉̱̩͂̀͜߃యഎ́૽ș̦έ

ȂγΞσ͈́ယΓηȜ࣒Ȃ;ͿΟͻϋΈυῧ͈

ஜ͈́͘୶༷͈ಢ̮̈́ঐ൵͈̤̥̬́ྫমࣣڒȃ

τϋΡςȜ֣̈́ય̱̹́ȃͅັ̫̹ম̦ଲ́ٮဥ̳ͥ

ࠈ͂ॽম̦ষșͅࠨ̱̹ͤ͘͘ȃ

༓̈́ߎ̦ޑজ̺̫ͦ̓Ȃ̞͉͘Ȃষ͈࿒ດ̜́ͥ

͈̥̠̥̓ুͬদ̱̹̩̀ȂȜΑΠρςͺ͈Υͼσڒ

̭͈ͤ͢ͅڒȂȶυϋȆΓράΑΠȂήρϋΟͻϋΈȷ͂̈́ͤȂ

ŅŪűŭŰŮŢ৾ංͬ࿒ঐ̱̦̞̳̀ͭ͊̽̀͘ȃজ͈ྪ͉Ȝ

͈৾ංͬࠨփȃࡑ̱̀ͅ۾ະհ̜̱̹̦ͤ͘͜Ȃ୶༷

̭͈ͦͣॽম̦͒͂̾̈́ͤͬං̹͈̺ͣͦ͂এ̞̳͘ȃ

ΑΠρςͺ͈υΰ൱̧Ȃ̷͈୶͉ඊၛ̱ίȜσັ͈̤

͈ފႁ̜ͤ͜ྫমͅদࡑͅΩΑ̳ͥম̧̦̱̹́͘ȃ̭ͦ

̭͈ͅڒ౹̲̞̠̈́͢ͅȂ̭ͦ́͘ոષͅুͬ̽̀͜Ȃ

ু́زυϋ̭̳ͬ̾͂́ȃজ͉ͺρέȜ͈̳̦̈́́Ȃ

̥͉ͣȂ̭͈ͬڒႁ͂ૂ͈બུ̱࣭͂̀ඤ̺̫́

ে͈͂ܿ࢜ષ͂ယު଼̹͈֚͛֗ऺ૽ٮ࠼ྵ

̺̺͘͘ྪ̥̳̪࢜̽̀̽͘ͅૺ̞̳ͭ́͘ȃ͙̯̈́ͭ͜ා

̩̈́٬༷͈̯̩̹ۜͭ́͜ͅٸ൲̱̞̹̺̫̀ͥܿͬ

഼̞̳͛̀ͤ͘͘ȃ

Ⴂ͞ાਫ̴਼͂ͣͩͦͅȂྪ̵࡛̯̩̺̯̞ͬ̀ȃ

̱ރȂজু଼͈ಿ̧̬̳͒͂̾̈́̀͘͠ȃ

ུͼυίρ·ΞͻΛ·Ⴒྷġͼυίρ·ΗȜ
·ρ;ϋমڼٛ২

ՔٗણΑΞΞͻΛ·֭ڠ
ڠȁനՏೋঊ

̺̞̳̫ᱺݨ୪֭ࣸ
ȜȜġġུޘఱဈ

ુྩ৾ȁߧനࢫ

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

ȜΑΠρςͺ͈৾ͬڒං̱̹૽̥ͣȂদࡑ̫ͬ̀Α

ܿ৪̱͂̀Ȃࡺ௷ྖݖഽͬͺΛί̵̯͉ͥͅȂܿෝ͈࢜

ΠτȜȜ̱͂̀٬́ٸ൱̞͙̹̞̀ȃ̭ͦ́͘ةഽ̩͂̈́

ΞΛίͺΛί̦̹̞̠̾̈́̽͂ͅდ̧ͬȂ̷̧͈̥͂ͣȶজ

ષ͂୪͈ݖৗ͈࢜ષ̦ຈါ̺͂এ̞ȜΑΠρςͺ࣭ز

̷̠এ̹̭̦̜̳̽͂ͤ͘ȃ̳̦́Ȃ̷͈̹͛ͅຈါ̈́ڒ

͜୲చ̫ͥͅȷ͂࿒ດྀͬ͛ઁ̴̱̾༓ͬޑਹ͇

ڒȪ࣭षρͼΓϋΑȫͬ৾ං̳̭̱̱̹ͥ͂͘ͅȃٜཎڠȂ

͈ম̴̹̩̥̈́̓̽ͣ͘Ȃ̹̺̩̈́ͭ͂̈́ܨ̻̺̫̦ಐ

̱̹̀͘ȃࡑ̴͉̽͂୶͈̭̺̠͂̈́ͥͧ͂ͅএ̞̹̽̀

ζΛȜΐٽაͬ༓̱ޑೄ̳̭͂́Ȃহၷ͈̹͈͛ܖய

̞̞̱̹̀͘ͅȃȜΑΠρςͺ͈͈ڒমͬͤȂ˝˥˝

͈ͅȂഐୃΙͿΛ·ͬদ̱̹ࣣͣڒȃུদࡑ̫࢜̀ͅΠτȜ

͈ఱ୨̯ͬठে̧̳̭̦̱̹ͥ͂́͘ȃ̹͘দࡑ̦ۗٸ

ŔĮ˦˝ˬ˝˪͈༷̥ͣ୰ྶ̫̹ͬশȂ̭͈̜̦͊ͦڒ

ΣϋΈͬٳইȃু͈ܿ͞েະ௷̱ͬۜȂ၂̻ࣺ

࣭͈༷̜̞̞̹͈́ͥ͂̀́Ȃܿ͞σΞ͈༷৾ͤ

٬ॽ́͜ٸম̧̦͈͉̞̥́ͥ́̈́͂এ̞Ȃփএͬࡥ͛͘

̺̱̱̹̦ͭͤ͘͜Ȃ̧ࣣ͉̹̱͂ڒḀ഼̹̑̽̀̽͢͞ႁ

ུ͜ͅܖ༐̽̀ਜ਼ͬठ̹̱̱͘ږȃ̷̱̀Ȃ̷͈ࢿ

̱̹ȃࡑ൚̲̹֑̞͉ۜͅȂུ͈দࡑ̦ಫۜ͞

̧̱̥̹̹̱̞̞̦̀̀̽͂ͤ̈́͋̽͘͢ͅޝȃήςΑαϋ

̦̜̽̀Ȃদࡑ൚͉Ȃ၂̻̞̀দࡑͅႉ̧͚̭̦͂́

ະհ̺̫ͣ́ૺ̞̩͈͓ͭ́ͅȂȜΑΠρςͺ͈࣭زদ

͉́Ȃ࡞ဩ͈̲̞̈́·ρͼͺϋΠͅܨ̻̦ഥ̴ͩͣভ

̱̹͘ȃদࡑ͈ۗΑȜ୶͉͂̀͜გ̯̱̞༷̈́́͞Ȃ

ࡑ̷͉ͦಫ̵̴ͅܨ̈́ڢ̻́দࡑͬਞ̢̹ͣͦম

̦̞͠এ̞̱̱̹ͬ͘ȃ̭̦͂ͧঔ̦ਞͩͥ͂·ρͼͺϋ

ུ͈ܿͬགྷ̞̹̺̫̹͈͛̀́Ȃ͂̀͜հ̱Ȃ̠ͦ

̳́ȃ̦̯ͭٯএ̠̽̀ͥ̈́͢দࡑ͈ս͈̞͉́̈́́ܨȂ

Π̥ͣઢ́ۜ৫̯ͦȂজ͈ܨ̻̦ഥ̹̺̦ͩ̽ͭ͂

̱̩এ̞̱̹͘ȃ

̭̥ͦͣȂ̴̹̭͈͛ͣͩ̓ͭ̓ͭͬͅڒ࿒ঐ̳૽̦௩

͋̽͂ྶ̩ͥୀͦള̢̹̭̳̞̽͂ͬ̀͘ژȃ̭͈ြম̦

দࡑͅႉ͚̭͂́Ȃু͈ಎ́ͤ͢ୃ࢜ͬܿͅږષ̵̯

̢̞̫̀͊ၻ̞͂এ̞̳͘ȃ̹̭͈͈͘ڒমͬĲ૽́͜

̧̥̫̽́Ȃ̞͈͘ࢊם༓͜ͅޑႁͬಕ̞̞̳́͘ȃ

̧̭̦̹ͥ͂́͂ۜͅ৫̞̹̱̳͘ȃ

ఉ̩͈૽഼̧̦̠́ͥ͢ͅႁ̧̱̞̹̞̀͂এ̞̳͘ȃ

AUSTRALIAN NATIONAL QUALIFICATIONS

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？
ɦĶĵύ࣭͉ȂĳıĲĲාĵ࡛हͼΆςΑႲཆ͈࣭̳ͥͅྷحତ̳́ȃ

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/

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

͜հ̱࣐̫̞̞̠࡛̦̜̳̀̈́͂ͤ͘ȃȜΑΠρςͺ
͉ͅΑΞΞͻΏλϋ͈࣭ز̦ڒంह̱̳͘ȃ̯̰͘͘
̈́اഎࠊͬ̾૽ș଼́ͤၛ̞̽̀ͥȜΑΠρςͺ

取得可能資格が美容師・代替医療・
スポーツ分野にも拡大

̤ݖအ̥ͣܿͥͦͣ͛ݥȆে͈ࣞͤ͂͘ਹ̈́̽̀Ȃ

́ȂίυέͿΛΏοσ̱͂̀൱̩̹͉͛ͅȂ͈̠̓̈́͢૽ͅ

łŊłŔĮŋłőłŏ̥ͣ˝˥˝˯ུࢷ͈͒൱̧̥̫ͤ͢ͅĳıĲĲ

ΑΞΞͻΛ·ȜΫΑ͜ාșτασͺΛί̱̞̳̀͘ȃ

͜ႁͬબྶ̧࣭́ͥز̦ڒະ̳́ࠧخȃদࡑࣣͅڒ

ාഽͤ͢ȂယȆΑεȜΜΠτȜȜȆέͻΛΠΥΑȆςηΟͻ

̫ͦ̓͜Ȃ࣭ඤ͉ͅΑΞΞͻΏλϋ͈࣭ز̺̞̦͘ڒ

̱̫̈́ͦ͊ΑΞΞͻΏλῧ̱̀൱̵̧̩̭̦͂́ͭ͘ȃ

ͺσζΛȜΐ͈ȜΑΠρςͺ࣭ز̦ڒུ࣭ඤ́

ା̵̞̽̀ͭ͘ȃ༹࣭͈႓̽̀ͬ͢ͅުאଷࡠ̯̭ͦͥ͂

̹͘Ȃଲ̥࣭ͣڎٮ۷̦ݖངͦͥȜΑΠρςͺ͉́Ȃ

ུࢊ́ࡑ̧̦̠̱̹́ͥ̈́ͤ͘͢ͅȃ̭͈͉ͦͣڒȂ̞

̦ఉ̴̞̥̥ͩͣ͜ͅȂှ͈બ̳͈̞̦͂̈́ͥ́̈́ڒȃ

ΑΩ̦̹̞͒ͭ૽̳́ܨȃΑΞΞͻΏλϋদࡑش࿒͜ͅ

͈͘ႁͬ࡞ဩ͈༃̢࣭ͬͤ̀קषഎͅႁͬબྶ́

ުٮ౬ఘ̦ΑΞΞͻΛ·͈࢜ષͬ࿒ঐ̱Ȃ̱̞̀

ଲڎٮ౷͈ΑΏບ͈૧̈́ܿͬ৾ͤවͦȂ࣭̦

̧̹ͥ͛Ȃ٬ݖ̤͈ٸအ͈͒ȜΫΑͬܥ̳ͥރ͈ٛ

̦̳̜͉ͥͤ͘ڒȂܖ̦̜̞̞́͘Ȃ๊͉̜֚ͤ͘ͅ

ଲͥͦࡶͅٮΓράΑΠ଼͈֗ͬεȜΠ̱̞̳̀͘ȃ

ఉ̞ခྴγΞσ́ڰ̱̹ͤȂڰ൲͈ાͬ٬̹̬ࢩͅٸ

ഽ̦̩̞̹ࣞ̈́͛ှ͞΅λςͺͺΛί̦̾̈́ͅ

͉ڒτασ̫̯̤ͦ̀ͤȂडષ͈ݭ͉ͅڒȂζΥȜ

̳̭ͤͥ͂͜خෝ̳͂̈́ͤ͘ȃ̹͘ȂΑΞΞͻΛ·͈͂ڒ൳

̩̞͈̦࡛ͤͅે̳́ȃ̈́ͤ͢ͅȂུ͉࣭́ز̦̈́ڒ

ΐιϋΠ͞ζȜΉΞͻϋΈ͈দࡑ̦ͦ͘܄Ȃ࣒͞ࠐא৪

အͅȂ࣒͞ࠐא৪̱͈͂̀ৗ͜ບثచયͦ͘͘ͅ܄

̩̀͜ȂΑΞΞͻΛ·υϋ̧̦̭ͬ͂ͥ́ުٳȂ̤ݖအͅ

̱͈͂̀ৗ͜ࢩ̩২ٛͅબྶ̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃ

̳͈́Ȃঐ൵৪̱͈͂̀ڰ͜ͅু̦̳̀͘͜ȃ

͂̽̀ఱ̧̈́ະհါள̳́ȃ̢̹͂Ȃ̹ͦে͂ܿͬ

ଲٮˑĵ࣭̯̞ͦ̀ͥͅȜΑΠρςͺ͈࣭ز̦ڒȂ

ȜΑΠρςͺ͉́ఉ̩͈૽̦Ȃయఢ֓ၷȆুடၷ༹ͬڰ

̾͜ΑΞΞͻΏλΰ̜̽̀͜Ȃ͛̀ང̤ͦͥݖအ͉ͅȂ

ུ࣭ඤ̤̞̀͜ͅှͬࣞ͛΅λςͺͺΛί͞ু

͈̥̈́৾ͤͅව̞̳ͦ̀͘ȃ̭͈͈୶ૺ࣭͈ণത́

ȜΫΑ͈ৗͬ౯̳̭̦ͥ͂ඳ̱̩Ȃυῢ̧࣐̹̩ͅ

̦̹̞̠̤̞̱̾̈́̽͂ͅܘͬఉତ̞̹̺̞̤̳̀ͤ͘ȃ

̜̹ͣͅ༓ͬޑਹ͇̭ͥ͂͜ȜΫΑ͈࢜ષ̦̳̾̈́ͤ͘ͅȃ

AIAS-JAPAN Organization & Mission

Let's Enjoy the Exams

AIAS-JAPANの組織と活動

国内実技試験レポート

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。

̱̹ȃłŊłŔུࢷ͈দࡑۗΑȜȆζΏοϋ୶̦দࡑ͈୰ྶ࣐̞͉ͬ̽̀ͥۼȂ͙̯̈́
ͭಫ̱̹࿂̻̱̹̦́Ȃ̞̰দࡑ̦ٳই̯ͦͥ͂Ȃુͬ༗̻ਹܿͬͅૺ
̱̹͛ͣͦ͘ȃদࡑ͉κΟσͬ·ρͼͺϋΠͅࡉၛ̀̀ྩȆகτασ࣐̹́ͩͦͥ
͛Ȃܿႁ̦̳̻͉͂࢘́ͭͧ͜ضȂୃ̈́ږ౯ႁ͂ୈ૰ႁ͜ບ͈ثεͼϋΠ̳̈́ͤ͘ͅȃ
·ρͼͺϋΠ͈Ȃ̮ါབͬഎͅږೕ͙Ȃ·ρͼͺϋΠͅྖ௷̱̞̹̺̫̀ͥմ̧̦́ͥ

AIAS-JAPANとは

̥̞̠̭̦͂͂ਹါ͈̳̈́́ȃڎদࡑٛા͉́ȂΥͼσ͈ࣧॽ̈́لષ̦ͤͅ·ρͼͺϋ

łŊłŔĮŋłőłŏ͉ȂȜΑΠρςͺ͈ယ࠲ࢫࣣࢷڠAIASȪAustralian Institute of Applied Sciencesȫུ͈মྩޫ̳́ȃ

ϋΠ̦͈ܿ౷̯͢ͅςρΛ·Ὰ̱Ȃྨ̱̹̽̀̽ͤ͂͘ઢ̱̞͘ࠊ̦ࡉͣͦ͘
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Australian National Qualifications

AIAS ビューティセラピー科 学院長 スー・マション
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ΏλσΠςȜΠιϋΠ̳̞̀̽͘͜ܐ̹̫̺̹̞̱͂ͣ́ͭڢȃ

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

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
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

準学士・アドバンスディプロマ

ͅਘං̱̞̀ͥেܿͬ͞ບ̱ثȂڠ͞ڒպͬ৾ං̳̹͈ͥ͛ౙպ̳ͬͥଷഽ̳́ȃ

ディプロマ

アドバンスディプロマ
ディプロマ
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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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サーティフィケートⅡ
サーティフィケートⅠ
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Certificate III in

Diploma of スポーツトレーナー

ビューティセラピー

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。

ネイルテクノロジー

Certificate III in Nail Technology WRB30204

申込から資格取得までの流れ

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。

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。

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

ＡＱＦ図

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。

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。

Certificate III in Beauty Therapy WRB30104

博 士 号

Diploma of Remedial Massage HLT50307

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。

