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資料８ 



＜政府・行政機関の動き＞ 
 

平成14年 3月   日本標準産業分類の細分類に「エステティック業」を新設。（総務省） 

平成14年 12月  第1回「エステティック産業の適正化に関する調査検討会」開催。 

              （経済産業省・全4回） 

平成15年 6月   「エステティック産業の適正化に関する報告書」公表。（経済産業省） 

平成17年12月   第1回「エステティック産業の認証に関する研究会」開催。 

              （経済産業省・全4回） 

平成18年 7月   政府・与党が「経済成長戦略大綱」を決定、公表。 

            （「サービス産業生産性向上運動」の展開を明記） 

平成19年 5月   政府の積極的なリードにより、（財）社会経済生産性本部内に 

            「サービス産業生産性協議会」を発足。（品質・認証委員会の開催） 

平成19年 6月   「エステティックサロンの認証制度の在り方について」公表。   

            （経済産業省） 

エステティック認証制度 発足までの経緯① 



経産省から公表された報告より 

エステティック産業の適正化に関する報告書要旨（平成15年6月） 

認証の範囲 

消費者が安心してエステティックを利用できるとの観点から、以下を確保するために必要となる措置
を基準として盛り込むこととする。 

なお、提供されるサービスの効果や目的の実現が不確実であることから、 
この 認証は、個々のエステティックサロンの商品・サービスの質等「接客・施術上の満足度の課題」や、
エステティックサロンの経営内容について保証するものではない。 

① 消費者との間で適正な契約・取引等を行っていること 
② 安全なエステティックサービスを提供する上で 

必要な知識と技能を有した者がサービスを行っていること 

苦情・相談の９割を占める「契約・営
業上の課題」及び「安全・衛生上の
課題」の低減を目指す。 

エステティック認証制度の在り方（報告書） 



エステティックサロン認証基準の概要 

大きく５つの認証基準項目があり、全４８項目で構成される。 

１．サロンの運営管理体制 

２．集客・広告 

３．消費者相談窓口の設置 

４．契約の適正化 

５．確認及び改善 

１．サロンの運営管理体制 

①教育について 

関連する法律の研修やエステティシャンに必要な知識とし技術の教育を日常的に行うことや 
エステティシャンの技術水準をチェックしてからサービスを提供することが義務付けられています。 

②エステティック機器及びサービスの安全性について 

機器の安全チェックや禁忌事項の確認などが決められています。 

③衛生管理について 

掃除や消毒などルールを決めて運用することが定められています。またエステティシャンの 
定期的な健康診断の実施も定められています。 

④個人情報保護について 

個人情報に則した個人情報の管理を行うことが義務付けられています。 



教育・研修実施記録フォーム（例）  

日付 内容 参加者 講師

○/○ 接客マナーについて ○川、△山、□木 店長

○/○ 特商法について ○田、△山、□木 店長

/

/

/

/

/

/

教育・研修実施記録

エステティシャンの知識やスキルを向上させるための教育実績を記録。 

いつ・誰が・何を学習したか・誰が教えたかを必須で記入。 

一覧にすることで参加者や学習内容に偏りがないか確認することができます。 

テキストなどの教材もコピーを取り一緒に保管します。 

JEO認証試験の合格証取得や業界団体の資格取得も別途記録しておく。 



１．サロンの運営管理体制 

２．集客・広告 

３．消費者相談窓口の設置 

４．契約の適正化 

５．確認及び改善 

エステティックサロン認証基準の概要 

４．契約の適正化 

①特定商取引による概要書面と契約書の交付 

エステティックサロンでは5万円を超えてなおかつ1か月を超える役務契約をする場合、サロン自
業者は事前に契約内容を消費者が理解することができる概要書面と締結時には法律で定めら
れた契約書をお客様にお渡ししなければなりません。またその説明とそれを渡した記録を保管し
なければなりません。 

②支払能力の確認・契約履歴の管理 

お客様の支払い能力に応じて契約を行う必要があり、支払い能力を考慮して契約したことを記
録しなければなりません。また後日、同じお客様と契約する場合もその記録を確認して、その方
の支払い能力に配慮して契約し、同様の保管しておかなくてはなりません。 



過量販売防止、有効期間

の管理、追加契約促進の

タイミングの把握など効

率的に業務を行う事がで

きます。 

 

システム管理の場合もあ

ると思いますが、顧客一

人ひとりに必要なのでカ

ルテに保管する事が有効

的です。 

顧客の契約履歴を一目で把握できるようにします。 

顧客契約管理台帳（例）  

契約日 担当者 金額 契約書No 有効期限 備考

/ 　￥

/ 　￥

顧客契約管理台帳

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契約時所見・引継ぎ

コース （　　　　）回 ￥　

コース （　　　　）回 ￥

￥

￥

トータル金額 ￥

お支払い状況

（ ） ￥

（　　　　） 回払い 月々￥

（ ）

（　　　　　） 回払い 月々￥

￥

日付 契約時所見・引継ぎ欄

役務 コース 信販名（ ）

回 （　　　　　　　）回払い 月々￥

物品 支払期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

現金 ￥

顧客契約管理台帳
契約時購入商品

追加ご契約表

役務・商品状況 お支払い状況

　
年
　
月
　
日

役務

物品

信販名

支払期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

支払期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

信販名

現金



審査委員 

認証判定委員会 委員長：藤田理事（弁護士） 
※委員は有識者理事のみで構成 

事 

務 

局 
意思決定のプロセス（認証審査） 

④ 認証の付与・取消・停止等の決定 

③認証審査結果の報告 判定結果の通知指示 

② 認証審査の実施と監督・審査結果の集約 

①審査報告 

サロン認証審査委員会 
委員長：森理事 

（公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会 専門委員） 
実務指示 

調整・フォロー 



エステティシャン試験制度認証制度の概要① 

① 認証された試験制度の合格者は一定水準の知識と技術を有していることが証
明され、消費者にとっては、エステティシャンの技能に関して安心・安全の目安
が得られる。 

 
② エステティック業界としても資格基準が明確になることで、技能の信頼性が高ま

り、未熟な技術者との差別化が図れることとなる。 

① エステティシャン個々人を認証するのではなくその試験制度を認証するものであ
ること。 

 
② 「エステティシャン指針」に基づいて教育を受けた者が受験する制度であること。

但し実務経験者の受験も可能であること。 
 

目 的 

ポイント 



ＪＥＯエステティシャン指針（２００７年５月発表） 

エステティックを職業とし、エステティシャンとして成長し得るための、基本となるエステティックの
知識と技術、ホスピタリティマインド、法令遵守の精神を持つ人を育て、その人のエステティシャ
ンとしての生涯にわたる成長の機会を提供し続ける 

エステティシャンの定義（２つのレベル設定） 

修得技術 

フェイシャル（基本的な手技・機器）                  
ボディ（手技）  ワックス脱毛 

サービス業としての必須知識 

ホスピタリティマインド衛生・安全  法令遵守 

３００時間以上履修のエステティシャン       
（理論：１１０Ｈ、実技理論２０Ｈ、実技１７０Ｈ） 

プロの技術者であるための基本的な知識と技術
を有するエステティシャン 

修得技術 

フェイシャル（基本的な手技・機器）                  
ボディ（手技・機器）  ワックス脱毛                
メイクアップ・マニキュア 

サービス業としての必須知識 

ホスピタリティマインド  衛生・安全  法令遵守 

１０００時間以上履修のエステティシャン           
（理論：２８０Ｈ、実技理論１００Ｈ、実技６２０Ｈ） 

プロの技術者としての知識・技術・実務経験を活かして
トータルにケアする能力を有するエステティシャン 

既資格保持者や実務経験者に関する経過措置の考え方：養成基準と同等かそれ以上と認められた場合に適用 

【教育理念】 



エステティック機器認証制度の概要 

１.当機構が定めた規格に基づき試験を行う。 
 
① 規格は、「共通規格」及び「個別規格」で構成。 

◎共通規格・・・主に火災や感電等の事故防止のために定められたもの 
◎個別規格・・・各機器それぞれ特有に要求される安全を確保するために、    
機種毎に定めたもの 

② 試験は、当機構が認定した試験機関に委託し実施する。 

２.認証は、当機構が認定した試験機関より発行される試験成績書を受け、
日本エステティック機構がシステム書類審査を行い、合格したものについ
て行われる。 

３.認証を受けた者は、当該機器に認証シールを貼付することが出来、これ
により当該機器が認証を受けた機器であることを表すことが出来る。 

 
① 認証シールは、当機構が発行する。 
② 認証を受けた機器が、認証に適合した生産を継続しているかどうかについて

認証取得後、２年ごとにサーベイランスを実施する。 



エステティック認証の現状と課題（データ：２０１４年３月現在） 

３.エステティック機器認証 
 ４機種（２０１３年度出荷見込み/約１２００台） 

１.エステティックサロン認証 

  ４７事業者 ４４６サロン 

２.エステティック試験制度認証 
  ３００時間相当試験 １実施機関 

 １０００時間相当試験 ２実施機関（１機関審査中） 

 （認証試験制度の合格者は20,000人を超える） 

① 消費者への遡及が進んでいない。 
 広告媒体での「認証マーク」露出が不十分（予算不足） 

② 光線を使った脱毛サロンへの認証体制がない。 

 医師法の抵触の可能性があったため認証ができない。      
（安全性の検証） 

③ 全国展開事業者の認証が進んでいない。 

 個々の事業者のブランディングに対する投資の相対的な目減りを
恐れ、 積極的な申請を避ける傾向がある。（業界団体の理解） 

① 慢性的な人手不足やキャリアを持ったエステティ

シャンの試験制度認証への理解不足により新人
教育が不十分なため受験が困難な技術者がい
る。 

 
② 既存各団体の実施している教育や試験システム
が認証基準に達しない場合がある。 

① 生産ロット数との関係で認証コストに見
合う生産ができない場合がある。 
 
② 海外生産も多く、一部部品が認証規格に
合わない機器がある。 


