City & Guilds
ASSURED
PROGRAMME
2020
試験要項

は、
『City & Guilds ASSURED PROGRAMME』

英国が認定する国際美容技能教育カリキュラムです。

TYPE.01

Assured Certiﬁcate in Advanced
Hairdressing Module2（＝通称M2）

TYPE.02
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M2のヘアドレッシング試験で目指す学生像は、
サロンに立つ準備が出来ている学生で、
モデル入客が
できるレベルです。

Assured Certiﬁcate in Professional
Hairdressing Module3（＝通称M3）
M3のヘアドレッシング試験で目指す美容師像は、
家族・友人に接客・施術を行い、料金を得ることができる
ジュニアスタイリストのレベルです。

試験登録料・試験受験料

■

Assured Certiﬁcate in AdvancedHairdressing Module2

■

Assured Certiﬁcate in Professional Hairdressing Module3

試験登録料

試験受験料

合計

¥30,000

¥20,000

¥50,000

実技

筆記

実技・筆記

¥5,000

¥2,000

¥7,000

（税抜）

（税抜）

（税抜）

再試験料 ※不合格者のみ

■

Assured Certiﬁcate in AdvancedHairdressing Module2

■

Assured Certiﬁcate in Professional Hairdressing Module3

（税抜）

（税抜）

※不合格者は、再試験が可能です。合否発表後に、
事務局より認定校へ詳細をご連絡いたします。
※再試験は実技試験のみ、あるいは筆記試験のみの受験が可能です。

2020年度受験申し込み締切日 ▶

2020年9月7日（月）
City & Guilds認定校にお送りする、
エントリーシートにてお申込み下さい。
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（税抜）

試験概要
試験日

▶

受験資格 ▶

実技試験
筆記試験

2020年9月 ～ 2020年12月
2020年11月7日(土) 10：00 〜 12：40

※筆記試験はM2・M3ともに同一日程にて実施いたします。

City & Guilds認定校の在校生及び卒業生

※M3試験は国家資格「美容師免許」を未取得の方は受験できません。

タイムスケジュール
Assured Certiﬁcate in Advanced
Hairdressing Module2
参考時間

スケジュール

Assured Certiﬁcate in Professional
Hairdressing Module3
時間

参考時間

スケジュール

時間

09：30 〜 09：40

試験の説明

10分

09：30 〜 09：40

試験の説明

10分

09：40 〜 09：55

第1課題：モデル事前審査・写真撮影

15分

09：40 〜 09：55

第1課題：モデル事前審査・写真撮影

15分

09：55 〜 10：00

準備5分

5分

09：55 〜 10：00

準備5分

5分

10：00 〜 10：30

第1課題：カウンセリング

30分

10：00 〜 10：30

第1課題：カウンセリング

30分

10：30 〜 10：55

休憩・準備25分

25分

10：30 〜 10：55

休憩・準備25分

25分

10：55 〜 13：55

第1課題：ウィービングカラー・カット

3時間

10：55 〜 14：25

第1課題：クリエイティブカラー・カット

3時間30分

13：55 〜 14：15

第1課題：カウンセリングシート修正

20分

14：25 〜 14：45

第1課題：カウンセリングシート修正

20分

14：15 〜 14：35

休憩・準備20分

20分

14：45 〜 15：05

休憩・準備20分

20分

14：35 〜 14：50

第2課題：モデル事前審査・写真撮影

15分

15：05 〜 15：20

第2課題：モデル事前審査・写真撮影

15分

14：50 〜 15：15

第2課題：カウンセリング

25分

15：20 〜 15：30

第2課題：カウンセリング

10分

15：15 〜 15：20

準備5分

5分

15：30 〜 15：35

準備5分

5分

15：20 〜 16：50

第2課題：セットアップ

1時間30分

15：35 〜 16：15

第2課題：セットアップ

40分

16：50 〜 17：05

第2課題：カウンセリングシート修正

15分

16：15 〜 16：30

第2課題：カウンセリングシート修正

15分

17：05

終了

16：30

終了

※受験人数等により時間が多少前後する可能性がございます。
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Assured Certiﬁcate in Advanced Hairdressing Module2
試験内容

定

実技試験

筆記試験

人頭モデルで実施するレディースヘアスタイルの試験です。

出題形式：選択式及び記述式
時
間：2時間40分

第1課題：ウィービングカラー及びカット / 3時間
第2課題：セットアップ / 1時間30分

※開始後1時間経過で途中退室可。

事前審査
施術前のモデルの状態を確認し、
フロント、
サイド
（左右）
、
バックの4方向の写真を撮影します。
この時点で、
カラーやカットの仕込みがされていることを禁止とします。

実技試験 モデル規定
試験規定通りの施術が可能なモデルであること。髪の癖、カラー・パーマ・縮毛矯正の履歴は問わない。
【カットカラー部門】事前にガイドラインをカットしておくことは禁止とする。
【セットアップ部門】事前に、
コテやカーラーを使用してカールを作っていることを禁止する。
※パーマやくせ毛の場合を除く。事前にスタイリング剤を塗布することを禁止する。
※ただし洗髪後のアウトバストリートメントなどは除く。

実技試験 詳細内容
第1課題：ウィービングカラー及びカット（3時間）

ウィービングカラーの例▼

ウィービングカラー
全頭に少なくとも20枚以上のホイルを使ってウィービングカラーをすること。

時間 ／ 同一モデルに施術
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※根元及び全体のカラー施術は、必要ではない。
※シャンプーは施術するが、あまり採点には影響しない。

カット
シャンプー施術に加えて2cm以上のカットをすること。
下記いずれかの技法を用いたスタイルで仕上げること。
◆ 肩上のワンレングスカット
◆ セイムレイヤーカット
◆ グラデーションカット

フィニッシュワークの例▼

ブロードライ・フィニッシュワーク
下記いずれかの技法を用いてブロードライを行い、仕上げること。
◆ スムージング
（ストレートヘアにすること）
◆ ボリュームを出す
◆ 動きをつける
◆ カールをつける

第2課題：セットアップ（1時間30分）
セットアップ
◆ 鎖骨以上のロングヘアを、
80％以上アップすること。

◆ 必ず逆毛
（コームまたはブラシを使用）
の技法を用いること。

第1課題と別のモデルに施術
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※使用している参考写真は実際に試験を受けた方のスタイルです。

Assured Certiﬁcate in Professional Hairdressing Module3
試験内容
実技試験

筆記試験

人頭モデルで実施するレディースヘアスタイルの試験です。

出題形式：選択式及び記述式
時
間：2時間40分

第1課題：クリエイティブカラー及びカット / 3時間30分
第2課題：セットアップ / 40分

※開始後1時間経過で途中退室可。

事前審査
施術前のモデルの状態を確認し、
フロント、
サイド
（左右）
、
バックの4方向の写真を撮影します。
この時点で、
カラーやカットの仕込みがされていることを禁止とします。

実技試験 モデル規定
試験規定通りの施術が可能なモデルであること。髪の癖、カラー・パーマ・縮毛矯正の履歴は問わない。
【カットカラー部門】事前にガイドラインをカットしておくことは禁止とする。
【セットアップ部門】事前に、
コテやカーラーを使用してカールを作っていることを禁止する。
※パーマやくせ毛の場合を除く。事前にスタイリング剤を塗布することを禁止する。
※ただし洗髪後のアウトバストリートメントなどは除く。

実技試験 詳細内容
第1課題：クリエイティブカラー及びカット（3時間30分）

スタイルチェンジの例
Before

クリエイティブカラーリング
◆ 全頭のうち50％がカラーリングされていること。

時間

3

分 ／ 同一モデルに施術

30

◆ 必ず色ムラの修正またはダブルカラー施術を行っていること。

【注意点】
BeforeとAfterの違いが一目瞭然でなければ、評価時にカラーが不十分と判断される可能性あり。

クリエイティブカット
◆ スタイルチェンジを行い、
Beforeとまったく違うヘアスタイルにすること。

(イメージチェンジ)

◆ ウェイト、
レングス、
スタイルを一新すること。

【N G】
前髪をばっさり切って印象を変えるだけ。／ 同じスタイルのまま、
レングスを大幅に変えるだけ。

After

ブロードライ・フィニッシュワーク
下記いずれかの技法を用いてブロードライを行い、仕上げること。
◆ スムージング
（ストレートヘアにすること）
◆ ボリュームを出す
◆ 動きをつける
◆ カールをつける

第2課題：セットアップ（40分）

Back

Side

セットアップ
◆ 鎖骨以上のロングヘアを、
80％以上アップすること。

◆ 必ず逆毛
（コームまたはブラシを使用）
の技法を用いること。
◆ 独創的(クリエイティブ)なヘアスタイルにすること。

第1課題と別のモデルに施術
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※使用している参考写真は実際に試験を受けた方のスタイルです。

受験に関する諸注意
◆ 試験の諸注意
実技試験のみ、
あるいは筆記試験のみの受験はできません。
（再試験は除く）
不正行為・禁止行為を行った場合は失格となります。
試験会場では試験官の指示に従って下さい。
受験生・モデル共にマナーを守り、受験に臨んで下さい。
ゴミは必ず持ち帰りをお願いします。

◆ 実技試験での留意事項
事前審査開始迄にモデルが会場に到着していない場合、受験はできません。
落とした道具を再使用する場合は、洗浄し、清潔にしてから使用して下さい。
ヘルプや施術に関することについて、他受験者及びモデルとのコミュニケーションは可能です。
他者への妨害となるような大声での会話や、不要な私語は禁止とします。
※モデルは長時間の施術となる為、健康状態が良好な方の選出をお願いします。
特に妊娠中等の場合は体調管理に十分にご注意いただき、体調管理は自己責任でお願いします。

◆ 筆記試験での留意事項
定められた集合時間までに入室してください。開始時間以降に入室することはできません。
解答は解答用紙に黒、
もしくは青のボールペンで記入して下さい。
携帯電話の電源はOFFにして下さい。

※携帯電話の使用は目的に関わらず、不正行為となりますので、試験時間中は電源を切ってカバンの中等にしまって下さい。

飲食（ペットボトル・ガム・飴等も含む）、喫煙行為は禁止とします。
カンニングや他の人物になりすましての受験は失格となります。
問題用紙・解答用紙の持ち帰りはできません。
試験開始から1時間後に途中退出は可能です。ただし再入室はできません。

◆ 不測の事態による検定試験の中止等について
不測の事態
（地震・台風・大雨などの自然災害や火災、停電、
公共交通機関の計画運休、
感染症の流行等）
の事情により、
やむを得ず試験日時を変更・中止する場合がございます。その場合は事務局よりご連絡いたします。
事後対応については改めてご案内いたします。なお、これらの対応によって生じた受験生の負担費用
（受験料を除く）
、
その他個人的損害については責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

事務局

株式会社セイファート事業推進部

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル2F
TEL
MAIL

03-5464-1487
education@seyfert.co.jp

