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検定試験概要
この内容は予告なく変更になる場合がございますことをご了承下さい。

受験資格（全受験級対象）
•

美容師国家資格を有しているかもしくは美容
学校に在学中の者

•

美容学校及びJECA認定校に通学している者

•

満16歳以上であること

［安全技術師］
まつ毛エクステンション技術において、施術者の体制・ツィーザーなど使用する用具の安全、および技術
者の衛生管理が行き届いているか、装着状態が適切であるかなど、基本的技能および知識を習得している
ことが要求されます。

［まつ毛エクステンション3級］
基本的技術および知識を有しており、まつ毛エクステンション技術において施術者の体制、ツィーザーな
ど使用する用具の安全な使用方法と装着の正確性が要求されます。

［まつ毛エクステンション2級］
使用する用具・用剤の安全性およびサロンワークとしての技能および知識を有しており、まつ毛エクステン
ション装着の正確性の他、デザインバランスおよび装着位置の正確性が要求されます。

［まつ毛エクステンション1級］
トップアイデザイナーとして正確且つ安定した技術力があり、スピード・装着バランス・デザイニング
力など総合的技能および知識が要求されます。

［認定講師］
サロンワークとしての技能・教育・カウンセリング力等が要求されます。
※まつ毛エクステンション1級保持者対象になります

Aenean ac dui sit amet nibh bibendumros nulla posuere gravida!
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検定試験概要
合格ライン
（全受験級対

1.

実技・・・・A（5項目）

B（5項目）

各25点満点

2.

A（19点以上）B（19点以上）

3.

※禁止及び失格対象に該当していない

4.

筆記・・・・100点満点（80点以上）
※実技・筆記どちらかが合格点未満の場合は不合格

受験料金

資格

安全技術師

3級

2級

1級

試験

検定料（会員）

検定料（非会員）

1回目

6,600

8,800

実技（再）

4,400

5,500

筆記（再）

2,200

3,300

1回目

8,800

11,000

実技（再）

5,500

6,600

筆記（再）

3,300

4,400

1回目

13,200

16,500

実技（再）

9,900

11,000

筆記（再）

3,300

4,400

1回目

16,500

19,800

実技（再）

12,100

15,400

筆記（再）

3,300

4,400

※予告なく料金の変更を行う場合がございます。

税込(10%）

再試験の場合、実技・筆記とも科目合格は1年以内に1回のみ有効とする。
実技・筆記ともに不合格の場合は次の試験は再試験としない。
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検定試験申込書に、必ず免除の有無と前回の受験日を記入してください。

試験免除

※免除の有効期限は、受験日より1年以内の技能検定試験1回に限ります。
記入していない場合は免除は適用されません。

認定書

受験概要

合格者には認定書を発行します。
美容学校在学中に受験した合格者には、「仮合格書」を発行、美容師免許
取得後に正式な合格書を発行いたします。

受験に関する注意事項
(1) 実技もしくは筆記のみの受験は不可
（再試以外）
(2) 申し込みの取り消しは不可
(3) 申し込み後の受験場所及び受験日の変更は
不可
(4) 検定試験免除者に対しての割引、返金はし
ない
(5) 会場内での飲食及び喫煙は禁止
(6) 検定会場内では審査官の指示に従う事

検定会場

当日持参する物
(1) 検定試験に必要な道具一式
(2) モデルのタオル・枕等（必要な方のみ）
※貸し出し不可
(3) 延長コード（必要な方のみ）※貸し出し不可
(4) 受験票

※写真貼付

(5) 本人確認証明書（写真付き）
※運転免許証・パスポート・学生証
(6) 筆記用具

JECA認定校：各認定校（安全技術師・3級のみ）
JECA本部主催：全級（オフィシャル会場）
札幌・東京・大阪・福岡・沖縄

5

安全技術師
検定試験内容

合格ライン：実技 A項目 B項目 各25点満点（A B項目

各19点以上）／筆記100点満点（80点以上）

実技

事前審査

事前準備（15分）・・・テーブルセッティング

手指消毒→机上orワゴン上消毒→トレイ消毒→道具を並べる

前半（45分）・・・エクステ毛装着（上まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→エクステ毛装着

後半（20分）・・・リムービング（上まつ毛全体）

手指消毒→コットンを敷く→リムービング

実技検定試験の詳細と注意事項
ウィッグについて

施術者のマナー

※所定のウィッグ及びつけまつ毛を使用すること

※施術にふさわしい格好で試験に臨むこと

※ウィッグは衛生的で清潔なものを使用すること

※マスク及びエプロンか白衣（実習着）を必ず着用すること

※ウィッグへつけまつ毛を装着するグルー（接着剤）は自由とする

※髪の毛（前髪含む）は顔にかからないようまとめること

［その他の注意］

※アクセサリー類、時計は外すこと

※試験中使用するタオル類は白色のみとする

※爪は短くカットし、衛生的に整えること
爪に装飾（カラー等含む）場合はゴム手袋を着用すること

事前審査（15分）
［施術者の身だしなみ］［ウィッグとつけまつ毛の状態］［セッティング・衛生管理］

前半／上まつ毛装着（45分）両目50本（片目25本）Jカール／太さ0.1㎜／長さ12㎜
手指消毒

検定試験開始の手指消毒は擦式清拭消毒とする
両手ツィーザーを使用し装着すること

ツィーザー

ツィーザーの先が眼球に向かないようにすること
ツィーザーがウィッグの顔や瞼を圧迫しないように使用すること
グループレートはできるだけウィッグから離れた場所（机上）で使用すること
グルーの量を調節する際はウィッグ目周りから15センチ以上離れたところで行うこと

エクステ毛の装着

つけまつ毛の毛１本に対してエクステ毛1本を目幅に合わせて均等に装着すること
エクステ毛は付けまつ毛の根元1.5㎜程度離れたところから装着すること
規定本数に誤差のないように装着すること
検定試験中、最低1回以上はエアーブロアを使用すること

グルーの硬化
用具の先端や風がウィッグの顔や眼球に向かないように使用すること
注意：後半も手指消毒から始めること

後半／リムービング（20分）上まつ毛全体
※前半終了後、下まぶた施術保護テープは外さずそのまま行ってください
リムービング

クリームタイプのリムーバーを使用すること
コットン、綿棒、マイクロスティックのいずれかを使用すること
リムーバーがウィッグにつかないようにすること

一般社団法人
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まつ毛エクステンション3級
検定試験内容

合格ライン：実技 A項目 B項目 各25点満点（A B項目

各19点以上）／筆記100点満点（80点以上）

実技

事前審査

事前準備（10分）・・・テーブルセッティング

手指消毒→机上orワゴン上消毒→トレイ消毒→道具を並べる

前半（60分）・・・エクステ毛装着（上まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→エクステ毛装着

後半（20分）・・・リムービング（上まつ毛全体）

手指消毒→コットンを敷く→リムービング

実技検定試験の詳細と注意事項
モデルについて

施術者のマナー

※目及び周囲に皮膚炎や感染症がない

※施術にふさわしい格好で試験に臨むこと

※コンタクトレンズを外す（ハード・ソフト）

※マスク及びエプロンか白衣（実習着）を必ず着用すること

※地まつ毛の状態が適切である（パーマ・マスカラ・エクステ毛等が付いていない）

※髪の毛（前髪含む）は顔にかからないようまとめる

※モデルは16歳以上であること

※アクセサリー類、時計は外すこと

［その他の注意］

※爪は短くカットし、衛生的に整えること

※試験中使用するタオル類は白色のみとする

爪に装飾（カラー等含む）場合はゴム手袋を着用すること

事前審査（10分）
［施術者の身だしなみ］［モデルの状態］［セッティング・衛生管理］

前半／上まつ毛装着（60分）両目60本（片目30本）Jカール／太さ0.1㎜／長さ12㎜
手指消毒

検定試験開始の手指消毒は擦式清拭消毒とする
両手ツィーザーを使用し装着すること

ツィーザー

ツィーザーの先が眼球に向かないようにすること
ツィーザーが顔や瞼を圧迫しないように使用すること
グループレートはモデルの顔から離れた場所（机上）で使用すること
グルーの量を調節する際はモデルの目周りから15センチ以上離れたところで行うこと

エクステ毛の装着

地まつ毛1本に対してエクステ毛1本をバランスよく装着すること
装着するエクステ毛は地まつ毛の根元1.5㎜程度離れたところから装着すること
規定本数に誤差のないように装着すること
検定試験中、最低1回はエアーブロアを使用すること

グルーの硬化
用具の先端や風が顔や眼球に向かないように使用すること
注意：後半も手指消毒から始めること

後半／リムービング（20分）上まつ毛全体
※前半終了後、下まぶた施術保護テープは外さずそのまま行ってください
※アッパーテープなどを行っている場合、外してからリムーバーを使用してください
リムービング

クリームタイプのリムーバーを使用すること
コットン、綿棒、マイクロスティックのいずれかを使用すること
リムーバーが皮膚につかないようにすること

一般社団法人
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まつ毛エクステンション2級
検定試験内容

合格ライン：実技 A項目 B項目 各25点満点（A B項目

各19点以上）／筆記100点満点（80点以上）

実技

事前審査

事前準備（10分）・・・テーブルセッティング

手指消毒→机上orワゴン上消毒→トレイ消毒→道具を並べる

前半（60分）・・・エクステ毛装着（上まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→エクステ毛装着

後半（30分）・・・エクステ毛の装着（下まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→下まつ毛装着

実技検定試験の詳細と注意事項
モデルについて

施術者のマナー

※目及び周囲に皮膚炎や感染症がない

※施術にふさわしい格好で試験に臨むこと

※コンタクトレンズを外す（ハード・ソフト）

※マスク及びエプロンか白衣（実習着）を必ず着用すること

※地まつ毛の状態が適切である（パーマ・マスカラ・エクステ毛等が付いていない）

※髪の毛（前髪含む）は顔にかからないようまとめること

※モデルは16歳以上であること

※アクセサリー類、時計は外すこと

［その他の注意］

※爪は短くカットし、衛生的に整えること

※試験中使用するタオル類は白色のみとする

爪に装飾（カラー等含む）場合はゴム手袋を着用すること

事前審査（10分）
［施術者の身だしなみ］［モデルの地まつ毛状態］［セッティング・衛生管理］

前半／上まつ毛装着（60分）両目80本（片目40本）Cカール／太さ0.15㎜／長さ8〜12㎜

5種類使用

センターロング（キュートライン）
手指消毒

検定試験開始の手指消毒は擦式清拭消毒とする
両手ツィーザーを使用し装着すること

ツィーザー

ツィーザーの先が眼球に向かないようにすること
ツィーザーが顔や瞼を圧迫しないように使用すること
グループレートはモデルの顔から離れた場所（机上）で使用すること
グルーの量を調節する際はモデルの目周りから15センチ以上離れたところで行うこと

エクステ毛の装着

地まつ毛1本に対してエクステ毛1本をバランスよく装着すること
装着するエクステ毛は地まつ毛の根元1.5㎜程度離れたところから装着すること
規定本数に誤差のないように装着すること
検定試験中、最低1回以上はエアーブロアを使用すること

グルーの硬化
※用具の先端や風がモデルの顔や眼球に向かないように使用すること
注意：後半も手指消毒から始めること

後半／下まつ毛装着（30分）両目20本（片目10本）Jカール／太さ0.1㎜／長さ6㎜
下まつ毛装着のみ片手ツィーザーでの装着可
地まつ毛1本に対してエクステ毛1本を目幅に合わせてバランスよく装着すること
下まつ毛装着
皮膚を保護するため、下まぶた周辺に施術補助テープを貼ること
グルーが皮膚につかないように装着すること
検定試験中、最低1回はエアーブロアを使用すること
グルーの硬化

※用具の先端や風が顔や眼球に向かないように使用すること

一般社団法人
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まつ毛エクステンション1級
検定試験内容

合格ライン：実技 A項目 B項目 各25点満点（A B項目

各19点以上）／筆記100点満点（80点以上）

実技

事前審査

事前審査（10分）・・・テーブルセッティング

手指消毒→机上orワゴン上消毒→トレイ消毒→道具を並べる

前半（60分）・・・エクステ毛装着（上まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→エクステ毛装着

後半（30分）・・・エクステ毛の装着（下まつ毛）

手指消毒→エクステ毛消毒→テーピング→地まつ毛クリーニング→下まつ毛装着

実技検定試験の詳細と注意事項
モデルについて

施術者のマナー

※目及び周囲に皮膚炎や感染症がない

※施術にふさわしい格好で試験に臨むこと

※コンタクトレンズを外す（ハード・ソフト）

※マスク及びエプロンか白衣（実習着）を必ず着用すること

※地まつ毛の状態が適切である（パーマ・マスカラ・エクステ毛等が付いていない）

※髪の毛（前髪含む）は顔にかからないようまとめること

※モデルは16歳以上であること

※アクセサリー類、時計は外すこと

［その他の注意］

※爪は短くカットし、衛生的に整えること

※試験中使用するタオル類は白色のみとする

爪に装飾（カラー等含む）場合はゴム手袋を着用すること

事前審査（10分）
［施術者の身だしなみ］［モデルの地まつ毛の状態］［セッティング・衛生管理］

前半／上まつ毛装着（60分）両目100本以上（片目50本以上）Cカール／太さ0.15㎜／長さ8〜13㎜

6種類使用

アウトロング（セクシーライン）
手指消毒

検定試験開始の手指消毒は擦式清拭消毒とする
両手ツィーザーを使用し装着すること

ツィーザー

ツィーザーの先が眼球に向かないようにすること
ツィーザーが顔や瞼を圧迫しないように使用すること
グループレートはモデルの顔から離れた場所（机上）で使用すること
グルーの量を調節する際はモデルの目周りから15センチ以上離れたところで行うこと

エクステ毛の装着

地まつ毛１本に対してエクステ毛1本をバランスよく装着すること
装着するエクステ毛は地まつ毛の根元1.5㎜程度離れたところから装着すること
規定本数以上を装着すること
検定試験中、最低1回以上はエアーブロアを使用すること

グルーの硬化
用具の先端や風がモデルの顔や眼球に向かないように使用すること
注意：後半も手指消毒から始めること

後半／下まつ毛装着（30分）両目30本（片目15本）Jカール／太さ0.1㎜／長さ6〜8㎜の3種類使用
下まつ毛装着のみ片手ツィーザーでの装着可
地まつ毛1本に対してエクステ毛1本を目幅に合わせてバランスよく装着すること
下まつ毛装着
皮膚を保護するため、下まぶた周辺に施術補助テープを貼ること
グルーが皮膚につかないように装着すること
検定試験中、最低1回はエアーブロアを使用すること
グルーの硬化
※用具の先端や風が顔や眼球に向かないように使用すること

一般社団法人
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採点規定
合格基準
技術
▪ 技術

筆記

A項目（25点満点中

19点以上）

100点満点中

80点以上（選択問題）

失格に該当していない
▪ 技術

B項目（25点満点中

19点以上）

失格に該当していない

A・B技術項目採点
【安全技術師・まつ毛エクステンション3級】
A項目
事前審査／最終確認
施術者の姿勢及び施術工程
グルーの取り扱い
テーピング及びアイパッチ装着
ツィーザーの安全な使用

B項目

実技検定試験の詳細と注意事項確認

エクステ毛装着①

規定本数であるか

安定した姿勢であるか

エクステ毛装着②

根元1.5㎜の開き／バランス

グルーを適切な状態で使用しているか

エクステ毛装着③

毛先の向き／絡み／ダマ／根割れ

衛生管理され適切な貼り方になっているか

リムービング

安全にリムービングを行なっているか

安全に使用しているか

トータル

安全と衛生に留意し技術において基本を習得している

【まつ毛エクステンション2級・1級】
A項目
事前審査／最終確認
施術者の姿勢及び施術工程
グルーの取り扱い
テーピング及びアイパッチ装着
ツィーザーの安全な使用

B項目

実技検定試験の詳細と注意事項確認

エクステ毛装着①

２級・規定本数／１級・規程本数以上であるか

安定した姿勢であるか

エクステ毛装着②

根元1.5㎜の開き／バランス

グルーを適切な状態で使用しているか

エクステ毛装着③

毛先の向き／絡み／ダマ／根割れ

衛生管理され適切な貼り方になっているか

エクステ毛装着④

デザイン仕上がり

安全に使用しているか

下まつ毛装着⑤

規定本数／グルーが下瞼に付いていない／装着バランス

10

SETTING
事前審査チェックポイント
採点項目

トレイセッテ
ィング
消毒管理

事前審査

1.

チェック！

用具用剤を衛生的にし、指定用具に品名ラベルを貼付

・事前にラベル貼付の必要な用具を確認し品名ラベルを貼ること

消毒容器には約2㎝程度の消毒液を入れる

（容器に品名が記載されていても別に付けること）

施術補助テープは衛生管理された状態のものを用意し使用

（アルファベット表記不可）

する

・爪に装飾している場合はゴム手袋を着用する（カラー等含む）

コームorロールブラシは使い捨てのものを使用する

・使用するタオル類は白色であるか

手指消毒は指先、指間まで消毒する
爪は短くカットし衛生的にする

【品名ラベルを必ず貼る用具類】

白衣or実習着orエプロン等を着用

身だしなみ

髪は衛生的にし顔にかからないようにまとめる

●精製水

●消毒液

●綿棒容器 ●コットン容器

アクセサリー・時計を外す

●消毒容器

●消毒済ケース

●グルー ●リムーバ（ジェル・クリーム）

●使用中トレイ

マスクを着用する

※上記以外の使用道具の品名ラベルの貼付は任意

目及び周囲に皮膚炎や感染症がない
コンタクトレンズを外す
モデルの状態
地まつ毛の状態が適切である
ウィッグに汚れがある／不衛生（安全技術師）

安全衛生について
検定試験で使用する施術用具は、当機構が定める安全自主基準に適合した製品であること
使用用具は衛生的に管理され消毒等を行ったものを使用すること
消毒容器は消毒液で変質しないものを使用すること
施術補助テープを手の甲などに貼って使用しないこと
グループレート・リムーバープレートは必ず別のものを使用すること
シザーズ・コーム・ロールブラシ・予備ツィーザーは消毒済みケースに入れること
コーム・ロールブラシは使い捨てのものを使用すること
使用用具は全てワゴン（机上）から使用すること
※安全技術師は、タオル（白無地）の上にトレイを置きトレイ内に全ての道具をセッティングすること
※モデルの顔の上,及び周囲に使用用具を置かないこと

注意事項
※衛生上、手の甲等に施術補助テープを貼って使用しないこと
（施術補助テープは予めカットしたものを消毒したシートに貼り、衛生管理した状態のものを用意し使用すること）
※施術補助テープを貼るシートは消毒できる素材（プラスチック・シリコンゴム）に貼ること
※コームorロールブラシは使い捨てのものを使用すること
※グルーはグルートレイの上に出し、20〜30分以上経過したら新しいものに変えること
※実技試験開始後、手指消毒が終わったら必ずエクステ毛の消毒から行うこと
（注）実技試験において、バルクタイプのエクステ毛は使用できません

●施術補助テープケース
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SETTING
事前審査チェックポイント

2.

セッティング参考例

使用する用具用剤について
使用する道具は全て持参する事

使用する用具は全て消毒済みであり清潔なものを整理整頓し配置すること

• まつ毛エクステンション毛

• 精製水

• ツィーザー2本以上

• 消毒済ケース（シザーズ・コーム・ロールブラシ・予備ツィーザー）

※テープの着脱に丸ツィーザー使用可

• 綿棒・マイクロスティック

• 専用グルー

• 不織布コットン

• リムーバー（クリーム・ジェル）

• 施術補助テープ（アイパッチ等）

• グループレート（天然石or厚手のガラス）上に専用紙可
• リムーバープレート
• 消毒容器※コットンを底に敷き消毒液を2㎝程度入れツィーザー
を浸す

• 消毒液（エタノール等）

※医療用テープは予めカットし消毒したシートに貼りケースに入れて用意すること。
シートは消毒できる素材（プラスチック・シリコンゴム）を使用すること

• エアーブロア（充電式／エアーコンプレッサー可）
• ゴミ袋
• トレイ（道具は全てトレイに載せる）
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減点・禁止・失格事項
減点事項（各1点）

安全技
術師

3級

2級

1級

筆記用具忘れ

1

1

1

1

携帯電話が鳴った場合（モデル含む）

1

1

1

1

私語が多い場合やマナーが悪い場合

1

1

1

1

ゴミを持ち帰らなかった場合

1

1

1

1

3級

2級

1級

×

×

×

×

受験票忘れ、写真貼付忘れ

×

×

×

×

事前審査や実技試験終了後、まつ毛（つけまつ毛）に手を加えた場合

×

×

×

×

用具・用剤を忘れ、事前審査開始後に貸し借りを行った場合

×

×

×

×

モデルの目にグルーやリムーバーが入った場合

×

×

×

モデルの目や皮膚等に損傷を与えた場合

×

×

×

安全技

失格事項
遅刻をした場合

術師

※事前審査開始前までに定位置に付いていない場合

受験中、他の受験生の妨げになるような行為を行った場合

×

×

×

×

審査官の指示に従わない場合

×

×

×

×

禁止事項にある行為を行った場合

×

×

×

×

指定外のウィッグつけまつ毛（安全）・エクステ毛を使用した場合

×

×

×

×

筆記試験においてカンニング等の不正行為を行った場合

×

×

×

×

タイムオーバー

×

×

×

×

3級

2級

1級

安全技

禁止事項

術師

リムービング時にツィーザーを使用した場合

×

×

×

×

グルーとリムーバーを同一プレート上で使用した場合

×

×

×

×

鋭利なツィーザーを使用してのテープの着脱を行った場合

×

×

×

×

目周りに貼る施術補助テープを手などに貼った場合

×

×

×

×

指定用具以外を持ち込んだ場合

×

×

×

×

注記：
※減点事項各1点は減点項目において1点の減点となります
※禁止事項を行なった場合、失格になります
※試験中に用具類を落とした場合、挙手をして審査官がそばに来てから用具を拾い、用具及び手指の消毒を行ってから試験再開すること
※落とした用具を再使用しない場合は、試験中に拾わなくても良い

一般社団法人

日本まつ毛クステンション認定機構
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申込み→検定当日の流れ→認定書発行の流れ
申込方法

【FAXでの申込】
添付されている申込用紙に必要事項と記入し、下記までお申し込みください
FAX ０３−６２６２−６１６８
【インターネットでの申込】
詳細は当認定機構ホームページ内「検定試験」より申し込みください
http://www.jeca-eyelash.com
検定試験実施日の3週間もしくは定員になり次第締め切ります

申込締切

申込は、入金の確認をもって最終確定といたします
※最終入金日は申込み締切日と致します
2日間予定されている会場の場合、日程の確定は入金順となります
時間指定（午前・午後）はできません
受験票は検定実施日の１〜2週間前に封書にて発送致致します

受験票

検定実施日の1週間前までに受験票が届かない場合、日程の確定は入金順となります
時間指定（午前・午後）はできません

欠席の場合、特に連絡は必要ありません

検定試験当日

当日の問い合わせは事務局までご連絡ください
検定試験開催オフィシャル会場への連絡は受け付けられません

約1ヶ月後に郵送いたします

合否発表

1ヶ月以上経過しても届かない場合は事務局までご連絡ください

合格者には認定書を発行い致します

認定書発送

認定書の発送には1ヶ月以半程度かかります

個人情報の取扱いについて
当機構の検定試験に申し込みされた方（以下（申込者））の個人情報は、申込みされた検定試験の実施に必要な範囲内でその目的の達成に必
要な限度に応じて使用致します。また、この個人情報の収集は適法かつ公正な手段によって行われるものといたします。当検定試験の運営団体
である一般社団法人日本まつ毛エクステンション認定機構（以下「JECA」）は申込者から収集した個人情報を申込者本人の書面による同意な
しに第三者に開示することはありません。検定試験終了後、JECAは次回以降の検定試験やその他JECAの事業に関する情報をダイレクトメー
ル、電話、Eメール等でご案内させていただくことがあります。ご案内を中止されたい方は当事務局までご連絡ください。
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検定規定
まつ毛エクステンション技能検定試験スケジュール
JECAホームページ「年間スケジュール」をご覧ください
HP URL

http://www.jeca-eyelash.com

年間スケジュールhttp://www.jeca-eyelash.com/schedule/index.html

まつ毛エクステンション技能検定試験規定
第1条

一般社団法人日本まつ毛エクステンション認定機構は以下の規定によりまつ毛エクステンション技能検定試験を行う

第2条

技能検定試験は2ヶ月から3ヶ月に行う

第3条

技能検定試験は「安全技術師」「まつ毛エクステンション3級」「まつ毛エクステンション2級」「まつ毛エクステンション1級」「認定講師」
の5段階で構成され最高レベルは認定講師とする

第4条

検定試験の級及び程度を次のごとく定める

安全技術師：

用具の安全及び衛生管理、基本的技能

まつ毛エクステンション3級：

用具の安全及び衛生管理、基本的知識及び正確な技能

まつ毛エクステンション2級：

用具の安全及び衛生管理、基本的知識・技能及びデザインバランス、下まつ毛装着技能

まつ毛エクステンション1級：

用具の安全及び衛生管理、基本的知識・技能及びデザイン力、完成度、スピード

認定講師: （1級保持者）

サロンワークとしての技能・教育・カウンセリング力等

第5条

全級（認定講師は除く）の採点は実技試験、筆記試験共に80点以上の採点を持って合格とする。認定講師は理事及び理事長の面接及び小論文の結果を
持って合格の判定を行う

第6条

合格者には認定証を授与する。※技術・知識向上のため3年ごとに更新を行うものとする

第7条

全級の受験者は美容師国家資格を有することとする。また飛び級は可能とする

第8条

受験を希望する者は所定の申込み手続きを指定の期日以内に行う。受理した書類、受験料は検定試験中止を除き返還しないものとする

第9条

審査官、技能検定試験に関わる者は全てJECA認定機構に所属しているものとする

第10条

技能検定試験に不正のあった者はその合格を取り消すものとする

第11条

実技試験、筆記試験どちらかに合格した場合は、1年以内の技能検定試験1回に限り免除されるものとする。但し、飛び級で受験した者及び
認定講師検定試験は免除制度を適用しないものとする

一般社団法人

日本まつ毛エクステンション認定機構

〒１０３−００２４
東京都中央区日本橋小舟町6-3 日本橋山大ビル 2F
お問合わせ
URL

０３−６２６２−６１６７

http://www.jeca-eyelash.com

一般社団法人

FAX（申込受付）０３−６２６２−６１６８
受付時間

平日10時〜18時（土・日・祝日除く）

日本まつ毛クステンション認定機構

受験の際必ずお読み下さい。

検定試験に関する補足事項
下記はＪＥＣＡ発行「検定マニュアル」の補足事項になりますので必ずお読み下さい。
〈使用する用具について（Ｐ10 両テキスト共通）
〉
・エクステ毛はシートタイプを使用して下さい。
・バラタイプのエクステ毛は使用できません。
・コーム、ブラシは必ず使い捨てを使用して下さい。
・タオルは必ず白無地の物を使用して下さい。
〈エクステ毛の消毒について〉
・上まつ毛装着試験開始の合図の後、手指消毒をしエクステ毛の消毒を行って下さい。
（消毒の仕方）
消毒液をつけた綿棒でエクステ毛を拭いて下さい。
１級、2 級は下まつ毛装着時も同様の手順で消毒を行って下さい。
〈グルーについて〉
・グルーは 20 分～30 分ごとに新たに 1 回出して使用して下さい。
検定試験は、検定要項に沿って実施されます。
試験を受ける際は、必ず最新の検定要項をご確認のうえ受験して下さい。
〈１級下まつ毛につい （Ｐ１３及びＰ２１）
〉
・2020 年４月以降の検定から装着する下まつ毛エクステ毛の長さを 5～7 ㎜から６～８㎜へと変更
致します。

その他追記

MEMO

