レベルチェックテスト
ウィングプロマスターを最上資格とし、続いて1〜3級の4段階に分かれています。
※当試験はあくまでも提携スクールで指導している技術の向上と衛生管理上の安全確認等を行うため
のものであり、特別な資格を授与するものではないことをご了承ください。

概要

各級共通減点対象
・器具、用具が整理整頓されていない場合

・容器に品名を記入していない場合

・消毒が不適切と認められる場合

・モデルのまつげや健康状態が規定通りではない場合

・私語の多い場合や、マナーが悪い場合

・ヘアースタイルや指先の衛生状態が適切でない場合
・ゴミをワゴン上やベッド上に放置したままの状態にしている場合

【試験構成】３級/２級/１級/プロマスター
【受験資格】
・2級以上は美容師または美容専門学校在籍生（または願書提出済み）
である事。
※証明書類のご提出が必要です。

持参する物(各級共通)

・１級はお客様への施術実績が3000人以上ある事。
・プロマスターは1級取得後2年以上経過しており、お客様への施術実績が5000人以上ある事。
・ステップアップ方式（飛び級はできません。)

エプロン 色は自由だが胸まであるもので衛生的であること
マスク 何色でも可、使用する際は鼻までしっかり覆うこと
綿棒 蓋付きの容器に入れること

【認定基準】合格ラインは以下のとおり。
3級/筆記・実技共に100点満点で70点以上合格。
2級/筆記・実技共に100点満点で80点以上合格。
1級/筆記・実技共に100点満点で90点以上合格。

コットン 蓋付きの容器に入れること
クリーナー（プレケア剤） ボトルに「クリーナー」と表記すること
キッチンペーパーまたはデンタルエプロン
グルーの容器を拭くペーパー

実地日

消毒剤

実地日は協会ホームページ(http://wing-exte.jp/)にて随時発表いたします。

受講費用
3級 ￥8,000

2級 ￥10,000

1級 ￥15,000

プロマスター ￥50,000

実技試験に
必要な物

※税込価格。試験日１週間前までに指定口座へ振込のこと。
※合格後に協会より合格証を進呈。(2級・1級は合格証に額が付いています。)

※毛羽立たないものを使用すること

容器を入れ替えている場合はボトルに「消毒剤」
と表記すること

ウエットステリライザー ※アルコール溶剤で変質するものは使用不可
ドライステリライザー ※アルコール溶剤で変質するものは使用不可
ハサミ
（テープカットに使用する場合）
消毒済の物をドライステリライザー
ツイザー
コーム
（ 折り畳み式のもの )

に入れて持参すること

グルー ボトルに「グルー」と表記すること
グループレート
人工毛用トレー グルー等付着していない衛生的な物を用意すること

お申込方法
日程発表後に、協会ホームページフォームより受け付けします。受付後に協会より試験案内・申込書
・受験料振込先ご案内を送付いたします。

人工毛（シングル） 「太さ・長さ・カール」を表記すること

※シングルであれば、バラでもトレーに並んでいるものでも可

保護テープ（白） 袋、またはケースに入れて持参すること

注意事項

※側面に埃等が付着していないこと

・モデルのまつげには、使用する人工毛よりも強いカール(まつげパーマ)があたっていない事

ラッシュリムーバー クリームタイプ又はジェルタイプの物

※3級は実技にリムーブは含まれていないが、
皮膚に付着
した時の為に持参しておくこと
容器に
「リムーバー」
と表記すること

・髪型、服装、ネイル等はまつげエクステ施術者としての節度をわきまえること
・腕時計を含むアクセサリー類は全て外すこと

精製水 ※リムーブ後のまつ毛洗浄に使用する場合はボトルに『精製水』
と表記
または洗浄綿

・当日モデルのまつげにはアイメイク、エクステ等何も付いていないこと
・皮膚や眼球に疾患、特に感染症が認められる場合や、妊娠中・アトピー性皮膚炎の方はモデルには
なれません

ゴミ袋

・携帯電話は、電源を切るかマナーモードに設定しておく事(モデルも含む)

各級共通失格対象

その他

・時間内に全ての実技が終了していない場合

・試験官の指示に従わない場合

・モデルの皮膚にグルーが付着している場合

・施術工程に於いて危険だと判断される行為があった場合

・筆記試験におけるカンニング等の不正行為

・モデルに著しい損害を与えた場合

※推奨：ディスポバッグ(日本ウイングエクステンション協会推奨)

その他必要な道具類
筆記用具

※タイマーの使用可
※エプロン、
マスクは実技試験（ワゴンセッティング）が始まるまでに着用しておいてください。
※道具の貸し出しは行いません。
お忘れの方は、当日ご購入頂けます 。

●ツイザーを抜いた時に消毒剤が垂れない様に、消毒剤を入れる量に気をつけること

ワゴンセッティング(各級共通)
・まず始めに手指消毒を行うこと
・ワゴンの使用する段（部分）は全て消毒液で拭き取ること
※ワゴンの縁でテープカットを行う場合は、
その部分も消毒する
・ワゴン上部にはキッチンペーパー、又はデンタルエプロンを敷くこと
・保護テープは側面に埃等が付着しないように、使用時以外は袋かケースに入れておくこと
● 使用する溶剤類は全て内容物を明記しておく事

●ドライステリライザーを用意すること
・コーム、ハサミ、
ツイザーは予め消毒を済ませた物をドライステリライザーに入れて持参すること
※予備のツイザー類がある場合はドライステリライザーに入れたままワゴン上に置いておく

● 人工毛はカール・太さ・長さを明記しておく事

● 綿棒・コットン等の消耗品は蓋付き容器
に入れておく事

●ワゴンセッティング例
・使用する道具（人工毛用トレー等）
、材料（グルーのボトルネック等）は衛生的であること
・施術中もワゴン上は常に衛生的であること

●ウェットステリライザーを用意すること
・使用するコーム・ハサミ・ツイザーは、
ウェットステリライザーに入れること
※コームは最初折り畳んだ状態でウェットステリライザーに入れ、使用後は開いた状態にしておく

3 級 試験詳細
試験内容
筆記試験時間50分
実技試験時間60分（※セッティング、審査等も含め約120分)
【実技】

●上まつげの装着

60分

・まつげは一本ずつかき分けられているか
・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか

上60本以上（片目30本以上）60分

・グルーが皮膚に付着していないか

デザイン：自由

・グルーの量は適量であるか、またこまめに新しいグルーを出しているか

カール：自由
太さ：0.1mm

・コームを使用しているか

長さ：モデルの地まつげの2倍以内

※コームは一度使用したら、開いた状態でウェットステリライザーに入れておくこと
・根元部分の装着状態は安全であるか（根元が皮膚に近すぎないか、浮いていないか等）

事前審査
●ワゴンセッティング

・指定の太さ、長さを使用しているか
10分

※人工毛用トレイやグループレートをモデルの頭部横に置く場合は、必ず布類を肩にかかるように敷くこと。

・手指消毒を行っているか

又、モデルの髪が長い場合は道具を置かない側にまとめること
筆記
試験

・ウェットステリライザーの消毒剤は適量か

※目周辺のテープでグルーの量を調整することは禁止

・溶剤等の内容物の表示はされているか

※施術終了後、モデルの顔に人工毛が付着している場合は取り除くこと

・器具類、材料等は衛生的であるか
※実技試験開始後すぐに装着に入れるように、上まつげ装着に使用する人工毛の準備もしておくこと

※施術中他のものに触れた場合は、その都度手指消毒を行うこと
※テープオフは実技審査終了後に行いますので、指示があるまで剥がさないでください

※詳細については「ワゴンセッティング」参照
※テープカットは行わないこと

●テープオフ
・肌に負担がかからない様考慮しているか
・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか

実技

・テープオフ後の確認が出来ているか（沁みていないか、違和感がないか等）

☆施術中は必ず、モデルに対して声掛けをすること。（これから何をするか、沁みていないか等の確認）
●プレパレーション（まつげクリーンアップとテープ貼り）

10分

※必ず手指消毒から始めること
・クリーナーでの拭き取り、乾拭きは根元からしっかり行えているか
・左右で綿棒を交換しているか
・モデルの肌の状態に合わせてテープの粘着を落とせているか
・モデルに目を開けさせたままテープを貼っていないか
・テープの状態は安全であるか（粘膜に被っている、下まつげが出ている、引き上げ過ぎている等）

筆記
消毒衛生、まつげエクステ施術者としての心構え、アフターケア、グルーについて等

2級 試験詳細
試験内容
筆記試験時間50分
実技試験時間70分

(※セッティング、リムーブ、審査等も含め約180分)

【実技】
上100本以上（片目50本以上） 60分
デザイン：真ん中（黒目の上）長め
カール：Ｂカール
太さ：0.1mm
長さ：デザインの一番長い部分がモデルの地まつ毛の2倍以内

・瞼に対して90度に付けられているか
・根元部分の装着状態は安全であるか（根元が皮膚に近すぎないか、浮いていないか等）
・真ん中（黒目の上）長めのデザインができているか
・指定の太さ、長さ、カールを使用しているか
※人工毛用トレイやグループレートをモデルの頭部横に置く場合は、必ず布類を肩にかかるように敷くこと
又、モデルの髪が長い場合は道具を置かない側にまとめること

下20本以上（片目10本以上） 10分
デザイン・カール：自由
太さ：0.1mm
長さ：モデルの地まつ毛の2倍以内

※目周辺のテープでグルーの量を調整することは禁止

リムーブ（上まつげのみ）

※テープオフは実技審査終了後に行いますので、指示があるまで剥がさないでください

30分

事前審査

※施術終了後、モデルの顔に人工毛が付着している場合は取り除くこと
※施術中他のものに触れた場合は、その都度手指消毒を行うこと

●テープオフ

●ワゴンセッティング

10分

・肌に負担がかからない様考慮しているか

・手指消毒を行っているか

・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか

・ウェットステリライザーの消毒剤は適量か

・テープオフ後の確認が出来ているか（沁みていないか、違和感がないか等）

・溶剤等の内容物の表示はされているか
・器具類、材料等は衛生的であるか

●下まつげの装着

※実技試験開始後すぐに装着に入れるように、上まつげ装着に使用する人工毛の準備もしておくこと

・テープの状態は安全であるか

※詳細については「ワゴンセッティング」参照

・根元の装着状態は安全であるか

※テープカットは行わないこと

10分

・施術中の安全確認が出来ているか
・左右バランスよく仕上がっているか

実技
☆施術中は必ず、モデルに対して声掛けをすること。
（これから何をするか、沁みていないか等の確認）

●リムーブ

30分

●プレパレーション（まつげクリーンアップとテープ貼り） 10分

上まつげに装着した全ての人工毛の取り外しを行います

※必ず手指消毒から始めること

・リムーバーが目に入らないように安全に使用出来ているか

・クリーナーでの拭き取り、乾拭きは根元からしっかり行えているか

・リムーバーが皮膚に付着していないか

・左右で綿棒を交換しているか

・拭き取りの際、粘膜にリムーバーが付着しない様考慮しているか

・モデルの肌の状態に合わせてテープの粘着を落とせているか

※全て取り切れていない場合でも、時間内に目が開けられる状態にすること

・モデルに目を開けさせたままテープを貼っていないか
・テープの状態は安全であるか（粘膜に被っている、下まつげが出ている、引き上げ過ぎている等）
●上まつげの装着

60分

・まつげは一本ずつかき分けられているか
・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか
・グルーが皮膚に付着していないか
・グルーの量は適量であるか、またこまめに新しいグルーを出しているか
・コームを使用しているか
※コームは一度使用したら、開いた状態でウェットステリライザーに入れておくこと

筆記
消毒衛生、
まつげエクステ施術者としての心構え、
アフターケア、
グルーについて等
選択問題の他、記述式問題も含まれます

1級 試験詳細
試験内容
筆記試験時間50分

・瞼に対して90度に付けられているか

実技試験時間70分

(※セッティング、リムーブ、審査等も含め約180分)

【実技】
上140本以上（片目70本以上） 60分
デザイン：目尻長め
カール：Ｃカール
太さ：0.1mm
長さ：デザインの一番長い部分がモデルの地まつ毛の2倍以内
下20本以上（片目10本以上） 10分
デザイン・カール：自由
太さ：0.1mm
長さ：モデルの地まつ毛の2倍以内
リムーブ（上まつげのみ）

30分

・根元部分の装着状態は安全であるか（根元が皮膚に近すぎないか、浮いていないか等）
・目尻長めのデザインができているか
・指定の太さ、長さ、カールを使用しているか
※人工毛用トレイやグループレートをモデルの頭部横に置く場合は、必ず布類を肩にかかるように敷くこと
又、モデルの髪が長い場合は道具を置かない側にまとめること
※目周辺のテープでグルーの量を調整することは禁止
※施術終了後、モデルの顔に人工毛が付着している場合は取り除くこと
※施術中他のものに触れた場合は、その都度手指消毒を行うこと
※テープオフは実技審査終了後に行いますので、指示があるまで剥がさないでください
●テープオフ

事前審査
●ワゴンセッティング

10分

・手指消毒を行っているか
・ウェットステリライザーの消毒剤は適量か
・溶剤等の内容物の表示はされているか
・器具類、材料等は衛生的であるか

・肌に負担がかからない様考慮しているか
・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか
・テープオフ後の確認が出来ているか（沁みていないか、違和感がないか等）
●下まつげの装着

10分

※実技試験開始後すぐに装着に入れるように、上まつげ装着に使用する人工毛の準備もしておくこと

・テープの状態は安全であるか

※詳細については「ワゴンセッティング」参照

・根元の装着状態は安全であるか

※テープカットは行わないこと

・施術中の安全確認が出来ているか
・左右バランスよく仕上がっているか

実技
☆施術中は必ず、モデルに対して声掛けをすること。
（これから何をするか、沁みていないか等の確認）

●リムーブ

30分

●プレパレーション（まつげクリーンアップとテープ貼り） 10分

上まつげに装着した全ての人工毛の取り外しを行います

※必ず手指消毒から始めること

・リムーバーが目に入らないように安全に使用出来ているか

・クリーナーでの拭き取り、乾拭きは根元からしっかり行えているか

・リムーバーが皮膚に付着していないか

・左右で綿棒を交換しているか

・拭き取りの際、粘膜にリムーバーが付着しない様考慮しているか

・モデルの肌の状態に合わせてテープの粘着を落とせているか
・モデルに目を開けさせたままテープを貼っていないか
・テープの状態は安全であるか（粘膜に被っている、下まつげが出ている、引き上げ過ぎている等）
●上まつげの装着

60分

・まつげは一本ずつかき分けられているか
・ツイザーの使用方向と使用方法は、目や皮膚に対して安全であるか
・グルーが皮膚に付着していないか
・グルーの量は適量であるか、またこまめに新しいグルーを出しているか
・コームを使用しているか
※コームは一度使用したら、開いた状態でウェットステリライザーに入れておくこと

※全て取り切れていない場合でも、時間内に目が開けられる状態にすること

筆記
消毒衛生、
まつげエクステ施術者としての心構え、
アフターケア、
グルーについて等
選択問題の他、記述式問題も含まれます

