
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（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 

N1 ノビリティジェルディプロマ 

取得クラス 

ＪＮＥ３級取得もしくは３級程度の内容を終了済みの方 

これからジェルを始めようと思っている方におすすめの体験クラス 

ノビリティージェルを使った基礎講座 

～プレパレーション・カラーリング・アート 2 種・エクステンション～ 

￥8.000 4Ｈ ディプロマあり 

（貸出教材あり・キット購入の方は受講料￥6.300） 

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 

プロネイリスト向け 

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・フレンチネイル・エクステ

ンションスカルプチュア・ソークオフ 

￥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） 

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 

プロネイリスト向け 

応用・チップオーバーレイ・シングルシルク シルクサンドイッチ 

実践的なフルセットのコツなど 

￥12.000 6Ｈ（内 1Ｈ休憩あり） 

導入キット持参 ライト貸出 

Ｂ3 バイオスカルプチュアジェル上級②

ディプロマ取得クラス 

プロネイリスト向け 

マーブル・ピーコック・グラデーション・３Ｄ・アートパーツなどサロンワークで活用でき

るバイオスカルプチュアジェルアートのすべて 

￥12.000 6Ｈ（内 1Ｈ休憩あり） 

導入キット持参 ライト貸出 

Ｂ4 バイオスカルプチュアジェル認定 

ネイリスト受験対策クラス 

バイオジェル上級①②受講済みの方 

受験準備・対策講座 

￥4.000（１回 2Ｈ） 

必要回数をお申込下さい。 

BS1 BACKSCRATCHERS 初級 

チップラップディプロマ取得クラス 

ＪＮＥ２級取得、もしくは２級程度の内容を習得済みの方 

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）をは

じめチップラップ技術をマスターできる講習です 

￥5.250 2.5H ディプロマあり 

持参品：コットン・ペーパータオル・ワイプ・チップ

カッター・キューティクルプッシャー・キューティク

ルニッパー・ファイル類（ボード：１８０・１５０）

バッファー（スポンジ：１００・１８０・２２０）シ

ャイナー・消毒剤・リムーバーなど関連材料⼀式※チ

ップラップスターターキット付 

BS2 BACKSCRATCHERS 上級 

エクストリーム取得クラス 

BACKSCRATCHERS 初級受講済みの方 

エクストリームとは（製品説明・特徴）画期的、スピーディーなアクリリックネイル技術を

マスターできる講習です。 

￥8.400 2.5H ディプロマあり 

持参品：コットン・ペーパータオル・ワイプ・チップ

カッター・キューティクルプッシャー・キューティク



ルニッパー・ファイル類（ボード：１８０・１５０）

バッファー（スポンジ：１００・１８０・２２０）シ

ャイナー・消毒剤・リムーバーなど関連材料⼀式※エ

クストリームイントロキット付 

BS3 BACKSCRATCHERS 

チップラップエディケーター講習 

BACKSCRATCHERS 上級受講済みの方 

バックスクラッチャーズチップラップエディケーター試験対策講座です。 

バックスクラッチャーズ初級・上級講習の進め方やポイントなど BS エディケーターとして必

要なスキルを受講いただけます。 

￥20.000 4H 

持参品：関連材料⼀式 

BS4 BACKSCRATCHERS 

チップラップエディケーター試験 

BACKSCRATCHERS チップラップエディケーター講習受講済みの方 

デモ試験３０分 筆記試験４５分 

￥10.000 試験料 

合格時 登録料として別途￥3.150 要 

持参品：関連材料⼀式 

ND1 NDA,技能検定対策講座 受験準備・対策講座 3 回【1 回 2.5H】30.000 円 教材費実費 
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Nail School A professional training program  

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。また、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 

 

◆基礎からネイリストを目指す方を対象とした要請コース 

コース名 受講資格・内容 費用･時間数・その他 

ネイリスト検定 3 級対策コース★ 受講資格なし 

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） 

10 回 ￥150.000 教材費￥50.000 

（当校にてジェル初級取得者は 5 回 ￥50.000） 

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（バックスクラッチャーズディプロマ発行） 

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） 

10 回 ￥150.000 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 

10 回 ￥150.000 教材費実費（1~2 万円程度） 

   

ジェル検定初級対策コース★ 受講資格なし 

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） 

10 回 ￥150.000 教材費実費 

（当校にて 3 級取得者は 5 回 ￥50.000） 

ジェル検定中級対策コース★ ＪＮＡジェル初級取得者対象 

 

10 回 ￥150.000 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 

 

10 回 ￥150.000 教材費実費 

 

 

 



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） 

10 回 ￥150.000 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 ケアカラー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 

5 回 ￥50.000 

複数名受講される場合は追加 1 名￥15.000 

サロンアートフラットデザインコース サロンワークで実践的なアートの数々を習得します。 

ペイントクラス（ラメグラデ・ストーンアート・ナゲット・スポンジ・インポーテッド・薔

薇ⅠⅡⅢトールペイント風・マーブル 3 パターン・ウォーターマーブル・ピーコック・ゼブ

ラ・レオパード・迷彩・バミル・チェック・ひまわり･マーガレット・レース・ファンブラシ

メンズ柄・シーズンアート課題） 

ジェルクラス（ラメグラデ・ラメライン・ストーンアート・ステッカートリミング・ナゲッ

ト・スポンジ・タイダイ・Ｗフレンチ・ウォッシュ・ツィード・デニム・レースⅠⅡ・薔薇

ⅠⅡⅢトールペイント風・マーブル 3 パターン・ピーコック・ゼブラ・レオパード・迷彩カ

メリア・ハートフレンチ・水彩画風バンウルアート・ドラッグアートⅠⅡⅢ） 

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。 

各 10 回 各￥150.000 教材費実費 

 

ペイント＆ジェルのセット受講ができます。 

15 回 ￥200.000（中途変更はできません） 

青文字は共通課題、アクリルとジェルを比較して習得

します。 

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 

１０回 ￥200.000 

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。 10 回 ￥200.000 

オーダーメイドコース 昔にネイルを習った後、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。 

基本マンツーマンのレッスンですが、2 名以上で開講する際は 1 回 3 時間の授業時間となり

ます。 

１回 2.5Ｈ ￥15.000 

★不合格の場合に継続して受験される場合、追加 30000 円にてレッスン参加ができます。（不合格通知をご提示の上、お申込ください。） 

上記金額はいずれも消費税が含まれておりません。また、クレジットカードでお支払いの際は別途 5％の手数料を申し受けます。 

全て【1回 2.5H】1 クラスの受講人数が 2 名以上の際は受講時間が【1 回３H】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 075-744-6560 へご予約ください。（１０：００～１８：００・月～土） 

      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。 

＊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 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、もしくはお振込みくださいませ。 

クレジットカードもご利用いただけます。（手数料別途 5％要） 

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 いよいよスタートです。開講時間から授業が始められるよう余裕を持ってお越し下さい。 

 

 

 

 

TEL 075-744-6560  FAX075-744-6561 

600-8108  

京都市下京区五条新町西入つくるビル 303「NAIL PROs 爪爪」内 

 



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～ 

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 

FAX→075-744-6561 

郵送→ 600-8108  

京都市下京区五条新町西入西錺屋町 25 番地つくるビル 303 号「NAIL PROs 爪爪」内 京都ネイリストスクール 

 


