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消費者の方々から信頼され必要とされ

そして愛されるエステティックを

あなたと共に目指します
一般社団法人 日本全身美容協会 は、エステティックサロン経営者の方々が集うエステティック業事業者団体です

エステティックに携わるすべての方々のための情報と相談の窓口

 JAPAN TOTAL BEAUTY ASSOCIATION

一般社団法人 日本全身美容協会

お問合わせはこちらから



一般社団法人 日本全身美容協会は、お客様から信頼され必要とされ,そして愛される

全身美容(エステティック)サロン経営を目指す経営者の方々が集う

エステティック業事業者団体です

  一般社団法人 日本全身美容協会は、昭和５３年２月、初代理事長 松本正毅を中心にサロン経営者

の方々が集まり、正しい全身美容の普及と安定したサロン経営の確立を目指し創立いたしました。

  以来、エステティック業事業者団体として「一店舗の力だけではできないことを会員全員の協力によ

り可能とする」方針のもと、エステティック業の適正化と発展に向け各種活動を実施してまいりました。

  現在、様々な社会情勢により変革しつつある健康美容サービス産業ではありますが、一般社団法人 

日本全身美容協会は、創立以来培われてきた実績とネットワークを大切にしつつ新たな視野を広げ、

「お客様から信頼され必要とされ、そして愛される全身美容（エステティック）」を皆さまとともに

目指してまいります。

  全身美容（エステティック）は「人々の心に満足と心地よさと安らぎを与えるとともに、肌や身体

を健康的で美しい状態に保つ」という大切な役割を担った、消費者の方々の生活に貢献できるかけが

えのない業であることに誇りと夢を持って、エステティック業の更なる発展に尽力してまいりますの

で、皆さまのお力添えをくださいますようお願い申し上げます。

≪ 一般社団法人 日本全身美容協会 概要 ≫
 

■ 創        立   ：  １９７８（昭和５３）年 ２月

■ 所   在   地   ：  〒１４１－００２１ 東京都品川区上大崎２－１３－３５ ニューフジビル ２Ｆ

■ Ｔ   Ｅ   Ｌ   ：  ０３－３４４４－２７４０

■ Ｆ   Ａ   Ｘ   ：  ０３－３４４６－０６０３

■ Ｅ－ｍａｉｌ   ：  ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＠ｊｔｂａ.ｇｒ.ｊｐ

■ ウェブサイト   ：  ｈｔｔｐｓ：//ｊｔｂａ．ｇｒ．ｊｐ

■ 役        員   ：  理 事 長   松本   毅   （株式会社エム・シー・シー 代表取締役）　 

                      理    事   石井 國雄   （日本健康システム 本部 本部長）

                      理    事   笠原 征夫   （グローバルサイエンス株式会社 Ｃ．Ｅ．Ｏ）

                      理    事   川瀬 美加代 （株式会社ブリリアンスビューティー 代表取締役）

                      理    事   高橋 伸光　 （株式会社メディックス 代表取締役）   

                      理    事   竹倉   敦   （ヴィーナス株式会社 代表取締役社長）

                      理    事   袴田 浩呂琴 （株式会社オランジュ・プラス 代表取締役）

                      理    事   藤田 芳江   （フローム有限会社 代表取締役）

　　　　　　　　　　　理　　事　 松吉 照子　 （株式会社マダム テルコ 代表取締役） 

                      理    事   吉本 昌弘   （Ｍ．Ｙ．コーポレーション 代表）

                      理    事   米田 五月   （有限会社ワイズ・ワン 代表取締役）

                      理    事   渡邊 明美   （株式会社ａｍｉ ｎｏｅｌ 代表取締役）

                      監    事   染谷 孝雄   （染谷孝雄税理士事務所 所長）
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≪ 一般社団法人 日本全身美容協会 活動指針 ≫

一般社団法人 日本全身美容協会
JAPAN TOTAL BEAUTY ASSOCIATION

  一般社団法人 日本全身美容協会は、エステティックに関連する事業者の長期安定経営とエステティッ

ク業の更なる発展を目的に、「お客様から信頼され必要とされ、そして愛される全身美容（エステティ

ック）サロン」を理念とし、「弊協会会員店はお客様が安心してご利用いただけるサロンであること」

を常に心掛け、次に掲げる活動指針に基づき各種事業を実施いたします。

 

 ■安心・安全の確保
 
   ・法令及び一般社団法人 日本全身美容協会 エステティック業統一自主基準の順守に関する事業の実施。

   ・新型コロナウイルスをはじめとした感染症の感染拡大防止対策及び衛生管理の徹底に関する事業の実施。

   ・エステティック技術、機器及び商材等に対する安全性の確保に関する事業の実施。

   ・サロン賠償保障制度（損害賠償責任保険，販売商品ＰＬ保険）の実施。等。
 

 ■サロン経営のサポート
 
   ・サロン運営に役立つ知識及び情報提供に関する事業の実施。

   ・集客等における広報活動等に関する事業の実施。

   ・エステティシャンの人材確保に関する協力事業の実施。

   ・新メニュー導入を視野に入れた、新しい技術、機器及び商材等の情報提供等に関する事業の実施。

   ・お客様とのトラブル等に関する協力事業の実施。

   ・一般社団法人 日本全身美容協会がサロンとお客様を結ぶ安心材料の一つとなるための事業の実施。等。
 

 ■エステティシャン教育

   ・エステティシャンとして必要な知識と技術の確認及び取得に関する事業の実施。

   ・様々なお客様のご要望にお応えするために必要な知識及び技術に関する協力事業の実施。

   ・ＪＴＢＡ認定エステティシャン養成制度の実施。等。
 

  

 ■エステティック業界の適正化

   ・行政機関及び健康美容サービス産業における関連団体との連携による事業の実施。

   ・一般社団法人 日本全身美容協会の理念を幅広くご理解いただくための事業の実施。等。

 

■その他、一般社団法人 日本全身美容協会の理念のもと、様々な活動を実施してまいります。



≪ 入会要項 （正会員 ） ≫

■入会資格（正会員）→ 

   一般社団法人 日本全身美容協会の主旨に賛同し、現在エステティックサロンを経営されている方。

■入会方法 → 

   弊協会指定の用紙に必要事項をご記入の上、下記書類を弊協会 事務局宛に提出していただきます。
 

   Ａ．一般社団法人 日本全身美容協会 入会申込書類

       ０１.入会申込書

       ０２.誓約書

       ０３.会員サロン調査書（店舗別）

           ※店舗数が複数の場合は指定用紙を複写（コピー）してご使用下さい。

           ※指定用紙の記入項目を全て明記していれば、別紙でも可。

   Ｂ．概要書面（事前説明書）

       ※特定継続的役務サービス契約（１ヶ月を超え、かつ５万円を超える契約）を行っている場合のみ必要。

   Ｃ．特定継続的役務サービス契約 契約書フォーマット

       ※特定継続的役務サービス契約を行っている場合のみ必要。

   Ｄ．メニュー（価格を含む）一覧表

   Ｅ．「サロンパンフレット」「広告」「チラシ」（原本またはコピー）

       ※サロンパンフレットに関しては、作成している場合のみ必要。  

       ※広告，チラシ（原本またはコピー）は、作成している場合のみ必要。

■入会承諾 → 

   弊協会 事務局は、必要書類を受け取り次第、入会審査基準に則り審査を行い、入会の通知書を送付いたします。

       ※現在、サロンにおいて行っている施術内容に関し、場合によってご入会にあたり誓約書をご提出いただく場合がありま

         すので、あらかじめご了承ください。
 

         ●「レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を使用した施術」を行っている場合

           ・「レーザー及びその他の強力なエネルギーを有する光線を人体に使用する施術」に関し、「平成１３年１１月８日付け

             厚生労働省医政局医事課長（医政医発第１０５号）通達による「脱毛行為等に対する医師法の適用 (1)用いる機器が

             医療用であるか否かを問わずレーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳

             頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為を、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第１７条に違反する」に抵触

             しない安全な脱毛施術をお客様に提供し、「レーザー及びその他の強力なエネルギーを有する光線を人体に使用す

             る施術」に関しましては、細心の注意を施すことにより、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施す

             ること」を誓約していただきます。
 

         ●「アートメイク施術」を行っている場合

           ・「アートメイク施術」に関し、「平成１３年１１月８日付け厚生労働省医政局医事課長（医政医発第１０５号）通達によ

             る「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為を、医師免許を有しない者が業として行えば

             医師法第17条に違反する」に抵触することを厳粛に受け止め、今後「アートメイク施術」は行わず、人体に危険を

             及ぼす可能性のないフェイシャルケア並びにボディーケア・トリートメント関係の施術に重点をおいたメニュー構

             成の構築により、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施すること」を誓約していただきます。
 

         ●「「まつ毛パーマ」及び「まつ毛エクステンション」等のまつ毛に係る施術」を行っている場合

           ・「「まつ毛パーマ」「まつ毛エクステンション」等のまつ毛に係る施術」に関し、「厚生労働省医政局医事課長 通

             達により、美容師法に抵触する恐れが充分にあることを厳粛に受け止め、今後、まつ毛に係る施術は自粛し、人体

             に危険を及ぼす可能性のないフェイシャルケア並びにボディーケア・トリートメント関係の施術に重点をおいたメ

             ニュー構成の構築により、お客様に安心してご利用いただけるサロン運営を実施すること」を誓約していただきます。
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■入会金 → 

   入会時のみ必要とします。

  （脱会の際、入会金は返金致しませんのでご了承下さい。）

   ※経営店舗数別

     ａ）    １店舗                   ￥３０,０００

     ｂ）    ２店舗 ～   ９店舗       ￥５０,０００

     ｃ）  １０店舗 ～ ４９店舗     ￥１００,０００

     ｄ）  ５０店舗 ～ ９９店舗     ￥１５０,０００

     ｅ）１００店舗 ～              ￥２００,０００

■年会費 → 

   会費は年会費とし、年会費の徴収は年間一括払い又は月々の分割払いとします。

   但し、入会年度のみ加入月から事業年度末（３月）までの月数計とします。

   ※経営店舗数別

     ａ）    １店舗                 年間   ￥３６,０００（月額   ￥３,０００）

     ｂ）    ２店舗 ～   ９店舗     年間   ￥６０,０００（月額   ￥５,０００）

     ｃ）  １０店舗 ～ ４９店舗     年間 ￥１２０,０００（月額 ￥１０,０００）

     ｄ）  ５０店舗 ～ ９９店舗     年間 ￥１８０,０００（月額 ￥１５,０００）

     ｅ）１００店舗 ～              年間 ￥２４０,０００（月額 ￥２０,０００）

■手続き完了 → 

   入金確認後、「入会承諾書」「会員の楯」「店頭シール」等を送付し、会員登録諸手続きの完了となります。

■お問い合わせ・ご相談等 → 

   一般社団法人 日本全身美容協会 事務局

       〒１４１－００２１ 東京都品川区上大崎２－１３－３５ ニューフジビル ２Ｆ    ＴＥＬ ０３－３４４４－２７４０    ＦＡＸ ０３－３４４６－０６０３

       Ｅ－ｍａｉｌ ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＠ｊｔｂａ.ｇｒ.ｊｐ    ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｊｔｂａ．ｇｒ．ｊｐ   
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≪ 入会要項 （賛助会員 ） ≫

■入会資格(賛助会員) → 

   日本全身美容協会の主旨に賛同し、本会の目的達成と発展のために入会し、寄与する個人または法人、並びに団体であるも

   のとします。

■入会方法 → 

   弊協会指定の用紙に必要事項をご記入の上、下記書類を弊協会 事務局宛に提出していただきます。 

   Ａ．日本全身美容協会入会申込書類

       01.入会申込書

       02.誓約書

   Ｂ．会社案内（法人または団体の場合）

   Ｃ．広告，チラシ（原本またはコピー） 

       ※広告，チラシ（原本またはコピー）は、過去３ヶ月以内のもので、作成している場合のみ必要。

■入会承諾 → 

   事務局は、必要書類を受け取り次第、加入審査基準に則り審査を行い、入会の通知書を送付いたします。

■入会金 → 

   入会時のみ必要とします (※脱会するときに入会金は返金致しません)。

   ※  ￥ 200,000

■会費 → 

   会費の徴収は年間一括払いとします。但し、入会年度のみ加入月から事業度末までの月数計とします。

   ※ 月額  ￥ 10,000 ／ 年額  ￥120,000 
 

 入会の通知書と共に入会金及び会費の請求書を送付いたしますので、請求金額を協会指定口座にお振り込み下さい。

■手続き完了 → 

   入金確認後、「入会承諾書」「会員の楯」等を送付し、会員登録諸手続きの完了となります。

■資料請求・お問い合わせ・ご相談等 → 

   一般社団法人 日本全身美容協会 事務局

   〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-35 ニューフジビル 2F  TEL 03-3444-2740 ／ FAX 03-3446-0603

   E-Mail association@jtba.gr.jp   URL http://jtba.gr.jp   



一般社団法人 日本全身美容協会 

入会資料請求 申込書

この度は、一般社団法人 日本全身美容協会 入会資料請求のお申し込みをいただきありがとうございます。

下記の必要事項をご記載のうえ、ＦＡＸ  （０３－３４４６－０６０３）、 または、メール（ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＠ｊｔｂａ.ｇｒ．ｊｐ）

 にてお申し込みください。
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〒１４１－００２１  東京都品川区上大崎 ２－１３－３５ ニューフジビル

ＴＥＬ  ０３－３４４４－２７４０    ＦＡＸ  ０３－３４４６－０６０３

   ＵＲＬ  ｈｔｔｐｓ：//ｊｔｂａ．ｇｒ．ｊｐ    Ｅ－Ｍａｉｌ  ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＠ｊｔｂａ．ｇｒ．ｊｐ

申込年月日.   年        月        日

資料送付先ＴＥＬ． （          ） 資料送付先ＦＡＸ． （          ）

担当者様氏名.

ご紹介者様 .

事業所名.

店舗名.

資料送付先住所．  〒

一般社団法人 日本全身美容協会 事務局 ＦＡＸ   ０３－３４４６－０６０３
                                                                  Ｅ－Ｍａｉｌ   association@jtba.gr.jp

ご希望の会員種別.
（○をお付けください）

正会員         ／        賛助会員



〒１４１－００２１ 東京都品川区上大崎 ２－１３－３５ ニューフジビル ２Ｆ   ＵＲＬ： ｈｔｔｐｓ：//ｊｔｂａ.ｇｒ.ｊｐ

ＴＥＬ： ０３－３４４４－２７４０    ＦＡＸ： ０３－３４４６－０６０３    Ｅ-Ｍａｉｌ： ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＠ｊｔｂａ.ｇｒ.ｊｐ
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