
Nail Academy 
 

◆ネイルスクール卒業生、有資格者を対象とした専門クラス◆ 
（予約制・随時申込み可能・爪爪セミナールームにて受講いただけます） 

 
クラス名 受講資格・内容 費用･時間数・持ち物・その他 

Ｂ1 バイオスカルプチュアジェル初級 

ディプロマ取得クラス 

バイオスカルプチュアジェルについて理解を深め、正しい使い方を学びます。 

製品知識・プレパレーション・ナチュラルネイルオーバーレイ・ジェルアート（ピーコック）

ソークオフなどバイオスカルプチュアジェルの基本技術を習得します。 

（ＪＮＡジェルネイル技能検定試験初級レベル内容） 

￥10.000 6Ｈ（内 1Ｈ休憩あり） 

導入キット持参 ライト持参（貸出は別途￥2.000） 

https://www.biosculpture.jp/pdf/kousyu-item.pdf 

ディプロマ発行 

Ｂ2 バイオスカルプチュアジェル初級 

ディプロマ取得クラス 

初級受講者対象  

スカルプチュアやアートテクニックなど、実践的な技術を学びます。 

スカルプチュアの基本～応用、グラデーション、フレンチなどのサロンワークに必要なテクニ

ックを習得します。（ＪＮＡジェルネイル技能検定中級レベル内容）（ 

￥12.000 6Ｈ（内 1Ｈ休憩あり） 

導入キット持参 ライト貸出 

https://www.biosculpture.jp/pdf/kousyu-item.pdf 

ディプロマ発行 

BS1 BACKSCRATCHERS 

チップラップディプロマ取得クラス 

バックスクラッチャーとは 製品説明レジンとはグルーとは（成分・特徴・使用の分類） 

チップラップ技術をマスターできる講習です。２級取得済みの方も受験予定の方も理解が深ま

りレベルアップ! 

￥10.000 2.5H 

持参品:検定２級一式 

※チップラップスターターキット・ディプロマ発行 

VB マニキュアリストのための色彩学 

BASIC クラス 

お客様に似合う色選び（肌編）色彩用語 色の持つ力 ベージュの成り立ち 

色に携わる以上必須講座です。何となく「お似合いです!」と接客していませんか。なぜ似合

うのかが理解でき、説得力のある接客が身につきます。 

￥6.000 1H  （期間限定価格） 

VA マニキュアリストのための色彩学 

ADVANCE クラス 

お客様に似合う色選び（コーディネイト編）色彩構成 ファッション用語 接客の幅が広がる

だけでなくネイルアートの色使いなどにも活かせます。 

￥6.000 1H （期間限定価格） 

A3 3ART セミナー 

 

アートレシピをデモンストレーションでスピーディーに理解するための講座です。お好きなア

ートチップを３つお選びください。お時間中は質疑応答いたします。是非、気になるアートの

わからないをスッキリしてサロンワークに活かしてください。 

￥6.000 1H （期間限定価格） 

MA マシーンセミナー  

BASIC 

マシーンの操作方法・ジェルのオフ・フィルイン プレパレーション 

ドリル導入サロンで必要な内容です 

￥16.500 2.5H 



MB マシーンセミナー  

ADVANCE 

MA セミナー受講者を対象とした補講、あるいはその他のアタッチメントについて拡充します。 ￥6.000 1H 

PN1 ペーパーネイリスト対策クラス 出産などでしばらくネイルをお休みしていた方の再開されるためのリハビリ講座です。

技術やアートのトレンド、商材の現状など。時代に追いつき即戦力としてリスタートを! 

￥44.000（1 回 2H）全 3 回 教材別途 

SC1 サロンコンサルティング ピントの合ったセミナーが見つからない方。旬のアートレシピを仕入れたい方。おひと

りで経営されている方。メニューの見直しや接客対策など溜まったご質問に対応させて

いただきます。受講内容を事前に打ち合わせいたします。 

￥15.000 2H  

PH マニキュアリストのための 

写真セミナー 

撮影ボードの作り方 照明のポイント おすすめ編集アプリ その他 ￥15.000 2H スマートフォン持参 

 

Nail School A professional training program 
 

◆基礎からネイリストを目指す方を対象とした養成コース◆ 
総合的なネイル技術に加え、カウンセリングや提案力、アートのデザイン力をはじめ、サロンワークを実践的に指導いたします。 

接客を大切にできるネイリストの養成に力を注ぎ、卒業時には各方面で幅広く活躍できるプロフェッショナルを送り出すことを目的としています 

 

コース名 受講資格・内容 費用（税抜き）･回数・その他 

ネイリスト検定 3 級対策コース★ セッティング・理論・ポリッシュカラー・ポリッシュオフ・ファイリング・キューティクルケア・

フラットアート（ペイント基礎・ライン・ドット・花１ 花２） 

150.000 円 全 10 回 教材費実費（約５万円程度） 

ネイリスト検定２級対策コース★ ＪＮＥ3 級取得者対象  

ケアカラーレベルアップ・チップラップフラットアート（ドット・ライン・ペイント・ファン・シ

ボレー・アールデコ・フレンチ・検定課題アート） 

150.000 円 全 10 回 教材費実費（~1 万円程度） 

ネイリスト検定１級対策コース★ ＪＮＡＥ級取得者対象  

アクリル材料学・チップオーバーレイ・エクステンションフォームスカルプチュア（ナチュラル・

クリア･フレンチ） アクリルオフ・フィル&リペア・エンボス・３Ｄ 

150.000 円 全 10 回 教材費実費（1~2 万円程度） 



ジェル検定初級対策コース★ セッティング・理論・ポリッシュカラー・ポリッシュオフ・ケア・ファイリング 

ジェル材料学・ジェルプレパレーション・ジェルカラーリング 

ジェルアート（ライン・ドット・花１ 花２ 花３） 

150.000 円 全 10 回 教材費実費 

ジェル検定中級対策コース★ ＪＮＡジェル初級取得者対象 

 

 

150.000 円 全 10 回 教材費実費 

ジェル検定上級対策コース★ ＪＮＡジェル中級取得者対象 

 

 

150.000 円 全 10 回 教材費実費 

PRB プリジェルビギナーコース ブリジェル PR1. PR2 を受講希望の方 

ネイルケアにおける基本的な知識と技術を短時間で学びます。 

※ＪＮＥC 3 級以上お持ちの方は、受講不要 

33.000 円 全 3 回 教材別途 

PR1 プリジェルファーストコース 1.プリジェルの基本 

2.ジェルを使用した修復テクニック 

3.ジェルアート 

33.000 円 全 3 回 教材別途 

PR2 プリジェルセカンドコース 1.チップオーバーレイ 

2.ジェルスカルプチュア 

44.000 円 全 2 回 教材別途 

デザインスカルプ＆マシーンコース ＪＮＥ1 級取得もしくは 1 級程度の内容を終了済みの方 

カラーリキッド・マーブル・バーチャルフレンチ･バックフィル・埋め込みパーツ・スカリング・

ピアスドリル・ストーンパーツ・パーツ取り付け・デザイン 1(プッチ)・デザイン 2（パンチ）デ

ザイン３（グラデーション）デザイン４（課題） 

150.000 円 全 10 回 教材費実費 

（当校にて 1 級取得者は￥100.000） 

サロンワーク＆コンプライアンスコース マニキュアを習得されている方 サロン研修としての受講にもおすすめ 

プレマニキュア・アフターマニキュア・トリートメントテクニック（マッサージ・パック 

接客１（色選び）接客２（ご予約対応）接客３（苦情対策）ペディキュア 

50.000 円 全 5 回  

サロンアートフラットデザインコース ポリッシュとアクリルペイントを使用して表現できるネイルアートを習得します。アートの基礎と

なる部分からはじまり絵画や痛ネイルを目標とします。描く力を身につけたい方に。 

150.000 円 全１０回 教材費実費 

ジェルアート BASIC サロンで必要な基本のジェルアートをきちんと習得します。 

グラデーション・ラメグラデ・ラメライン・大理石・ステッカートリミング・ナゲット・スポンジ・

タイダイ・フレンチ・ツィード・マーブル・ピーコック・ゼブラ・レオパード・迷彩・ハートフレ

ンチなど 

150.000 円 全１０回 教材費実費 



ジェルアート ADVANCE サロンワークで実践的な応用アートの数々とコツや裏技を習得します。水彩画風アート・ウォッシ

ュ・デニム・レース・薔薇・カメリア・トールペイント風・パーツ作成・ニュアンスなど 

流行・新作などによってカリキュラムは予告無く変更されることがございます。 

150.000 円 全１０回 教材費実費 

ネイルアートデザイナーコース サロンアートデザインコース修了者対象 

デザイン理論・アートの指導ポイント・デザイン実習 

150.000 円 全１０回 教材費実費 

インストラクターコース デモンストレーション力を身につけるコースです。 150.000 円 全１０回 教材費実費 

オーダーメイドコース スクール卒業後すぐにネイルサロンに就職されなかった方。しばらくサロンワークを離れていた

方、修得したい技術が明確に決まっている方、卒業したばかりだけど、もう一度習いたい方などに

オーダーメイドでプログラムをお作りいたします。十分なご相談の上、時間数や内容を決定いたし

ます。 

 

必要回数をお申込み下さい。 

15.000 円（１回） 

２名以上でお申し込みの場合  

20.000 円（1 回） 

マニキュアリストのための 

ホームページ制作コース 

HTML コードを入力してオフィシャルホームページを制作します。無料アプリで作った⾧いアドレ

スが嫌だという方。広告入りのホームページは嫌だという方。経費削減されたい方。ちょっとした

変更を都度業者にお願いしなくてもいいメリットは大きいです。 

150.000 円 全１０回 教材費実費 

 

 

★検定対策コース受講者が不合格となった場合、連続して受験の場合のみ 30000 円（税別）にてトレーニングが受講できます。10 回プログラム（不合格通知をご提示の上、お申込ください。） 

全て【1 回 2H】1 クラスの受講人数が 2 名以上の際は受講時間が【1 回 2.5H】となりますので予めご了承下さい。 

習い直し、転校においては、随時ご相談下さい。また、爪爪のお取引先様スクールに在学中の場合は受講カリキュラム終了後のお申込をお願いしております。 
 

お申し込みの流れ 
説明会予約 スクールに関するご質問などお伺いいたします。お気軽にお越しください。075-744-6560 へご予約ください。（10:00～18:00・月～土） 

＊オーダーメイドコースをご希望の方はすでにお持ちの道具がありましたらご持参の上、お越しください。 

申し込み用紙送付 店頭、ファックス又は郵送ください。 

 

申し込み受付 日程表とお振込み案内をお届けいたします。 

 

お振込み 最終のご確認をいただき、ご入金にて手続き完了です。（店頭でのご入金、もしくはお振込み） 

準備の都合上、受講開始日の１週間前までにお済ませ下さい。 

受講開始 開講時間に余裕を持ってお越し下さい。 



Nail Design Academy  
お申し込み用紙 

年    月    日 

氏名 

 

 住所 
〠 

ローマ字  

 

生年月日 S/H     ・     ・ 

TEL 自宅 

携帯 

開講開始 

希望日 

年     月     日 

（受講料納付、所手続きは開講の１週間前となっております。） 

FAX  受講可能曜日 月・火・水・木・金・土・日・祝 

E-mail 携帯メ mail 

ＰＣ－mail 

希望時間帯 午前 10:00～・午後 13:00～・15:00～・17:00 

その他の時間帯（             ） 

申込 

受講コース名 

受講クラス名 

 その他 

希望事項 

 

保証対応 有り・無し 

TEL 075-744-6560 FAX075-744-6561 

郵送→ 600-8108  

京都市下京区五条新町西入西錺屋町 25 つくるビル 303「NAIL PROs 爪爪」内 


