第10回フルーリアエデュケーターセミナー・試験要項
■ 会場／日程
エリア
東京
大阪
東京
大阪

会場
TAT渋谷店
Times Square Nail School

TAT渋谷店
Times Square Nail School

日程
セミナー 2018年4月20日（金）
セミナー 2018年4月27日（金）
試 験
2018年5月18日（金）
試 験
2018年5月23日（水）

時間
13:00～19:00
13:00～19:00
12:00～18:00
12:00～18:00

定員
14名
14名
14名
14名

※各会場30分前から受付開始。
※終了時間は前後する場合があります。

■ 会場
【東京】

TAT渋谷店
〒150-0043

【大阪】

セミナールーム
東京都渋谷区道玄坂2-10-7

新大宗ビル2号館321

Times Square Nail School
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-21

GUILD10F

■ セミナーについて
試験前に、試験内容（一部抜粋）のデモンストレーションから見ることにより試験のポイントを確認
でき、トレーニングではフルーリアＳＰエデュケーターから直接指導致します。

■ セミナー受講について
エデュケーターセミナーの受講は必須となります。
但し、2017年8月開催（第9回）試験に不合格の方は試験のみのお申込みが可能です。※エデュケーターセミナーの受講は任意となります。

■ 試験内容
○筆記試験（記述式 １００点満点中、８０点以上合格）〔２０分〕
出題内容は商品カタログ及びベーシック／アドバンステキストに準ずる。
○実技試験〔95分〕
○受験者同士、相モデルにて行う （試験時変更になる場合があります。予めご了承ください。）
○試験は東京会場または大阪会場のいずれか1回限りの受験となります。※両会場の受験不可

■ 受験資格
○ フルーリアステップセミナー（ベーシック・アドバンス）修了者であること
○ JNA認定講師以上であること

■ 受験料
35,000円（税込）

＜セミナー25,000円／試験10,000円＞

※セミナー受講料、試験料、ディプロマ代、各種資料代が含まれます。材料（キットも含む）は含みませんのでご注意ください。
※「セミナーのみ」の場合は25,000円（税込）、「試験のみ」の場合は10,000円（税込）をお支払いください。
※当日キャンセルによる受講料のご返金はいたしかねます。事前キャンセルの場合は、後日銀行振込みにて行います。（振込手数料はお客様のご負担）
※恐れ入りますが、お振込手数料はご負担願います。（ご返金時も負担願います）
※お申込後、10日以内にお振込お願いいたします。入金を確認後、正式申込みとさせていただきます。

■お振込先
京都信用金庫 吉祥院支店（普通）０９５２２１８
口座名 株式会社スペース 代表取締役 宮本浩
※恐れ入りますが、お振込手数料はご負担願います。

合否判定結果：2018年6月中旬予定。合否通知を郵送にてご案内いたします。
■ 申込受付／締切日
受付開始：2017年12月7日（木）
受付締切：2017年4月6日（金）
フルーリアホームページよりお申し込み下さい。
http://fleuriracrylic.jp/
※締切を過ぎてのお申し込みの場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせの程お願い致します。
お問い合わせ

株式会社スペース スペースネイル事業部

TEL：03-5436-2026 FAX：03-3493-1026

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-24-7 シティコープ西五反田1001号

■エデュケーターセミナー時＿持ち物
実技（トレーニング）用品一式（材料は全てフルーリア）、ベーシックテキスト・アドバンステキスト、筆記用具。
※不足分がある方は、事前にディーラー様でご購入をお願い致します。テキストは非売品です。
※2016年12月以前のベーシック・アドバンスを受講の方にはエデュケーターセミナー当日に改訂後のテキストをお渡しします。

■試験条件
事前準備
仕込み

テーブルセッティング

減点・失格
減点

失格

イクステンション

試験条件
・リペア可（本数指定なし）
・親指のピンチ用エクステンション可（デザインスカルプチュアと同じアートを施すのは不可）
・自身のケアは前日までに済ませておくこと。
・フォーム合わせは当日準備の時間に行ってください。
・ＪＮＥＣネイリスト検定試験に準ずる。ただし、ラベル貼付は不要
・スペースネイルより発売している「フルーリア商品」を使用する
※フルーリアから発売していない道具についてはメーカーを問いません。
例）メタルプッシャー、ダストブラシ、エメリーボード、シザー 等
・フルーリア旧容器の使用可。
・旧ベーシック・アドバンスのセミナーキットの容器は不可ですが、バーチャルベージュ
ピンクを混ぜたパウダーの詰め替え用の容器としての使用は可能です。
・卓上ライトは任意となります。ご使用希望の方はご持参ください。

対象
①モデルとして不適切な場合（爪・手指の状態が適切でない）
②用具・用材に衛生管理されていない場合
③消毒が不適切と思われる場合
④私語・マナーが悪い場合
⑤ゴミを持ち帰らない場合
⑥モデル・受験者共に手指へのダメージを与えた場合
⑦遅刻
①実技・筆記試験のカンニングを行った場合
②実技のタイムオーバー
③モデル・受験者共に致命的な損傷を与えた場合
④要項に準じていない場合

試験条件

ナチュラルスカルプチュア
アイボリースカルプチュア
フレンチスカルプチュア

長さは１cm程度又はネイルベッド倍まで、カットスタイルは「スクエア」。
長さは５mm程度仕上げ、カットスタイルは「ラウンド」。
長さは１cm程度又はネイルベッド倍まで、カットスタイルは「スクエア」。
プログレスホワイトの使用可。
バーチャルフレンチスカルプチュア 長さは１cm程度又はネイルベッド倍まで、カットスタイルは「オーバル」。
プログレスホワイトの使用可。
バーチャルピンクorバーチャルベージュ どちらでも可。
バーチャルパウダーを混ぜたものの使用可。但し、両色の容器を持参すること。
デザインスカルプチュア
長さは1.5cm程度、カットスタイルは「ポイント」。
グラデーションの方法は指定なし。
アートは、モデルの爪により大きさの変更可（バランス重視）。
エンボスはテーマに沿っており、全体のバランスを考慮した位置、大きさであること。
共通事項
・手指消毒（擦式清拭消毒）から行う。
・アプリケーション方法、フォーム指定は無し。
・シャイナー仕上げ。
・コントロールリキッドの使用は任意。
・フォームの点線カット可（フォーム指定は無し）。
・スカルプチュアブラシの指定なし。
・スカルプチュアブラシはリキッドによって使い分けてください。
・スカルプチュアブラシは本数制限はありません。
・ナチュラル、フレンチ、バーチャルフレンチの長さ・バランスを揃える。
・キューティクルオイルは塗布しない。
・ファイリングにてエメリーボードの使用可。
・裏削り可。
・ダストクリーンはフィンガーボール、おしぼり、どちらでも可。
（仕上がりが綺麗であれば問わない）
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フルーリアエデュケーターセミナー・試験
タイムスケジュール
■セミナー タイムスケジュール
【東京】 2018年4月20日（金）

【大阪】2018年4月27日（金）

◎時間13：00～19：00

※受付開始

時間

12:30～

内容

所要時間

13：00～13：05 開始の挨拶／配布物の確認

５分

13：05～13：55 エデュケーターシステム／商品の説明（ベーシック・アドバンステキストより抜粋）

50分

13：55～14：05 合否判定基準の説明・テキストの説明（ミクスチュア取り方など重要点）

10分

14：05～14：15 休憩

10分

14：15～15：15 デモンストレーション（バーチャルフレンチ・デザインスカルプチュア）

60分

15：15～15：25 休憩

10分

15：25～16：55 前半者：相モデルにてトレーニング／講師によるチェック

90分

16：55～17：05 休憩

10分

17：05～18：35 後半者：相モデルにてトレーニング／講師によるチェック

90分

18：35～18：45 片付け・休憩

10分

18：45～19：00 試験についてご案内／終了の挨拶

15分

※当日の進行状況により、時間が前後する場合がございます。

■試験

タイムスケジュール
【東京】 2018年5月18日（金）

【大阪】5月23日（水）

◎時間12:00～18:00

※受付開始

時間

内容

11:30～
所要時間

12:00～12:05

開始の挨拶

５分

12:05～12:20

テーブルセッティング＆仕込み（前半者）

15分

12:20～13:55

実技試験

95分

13:55～14:35

採点・前半者休憩

40分

14:35～14:50

片付け・モデル休憩

15分

14:50～15:05

テーブルセッティング＆仕込み（後半者）

15分

15:05～16:40

実技試験

95分

16:40～17:20

採点・後半者休憩

40分

17:20～17:35

片付け・モデル休憩

15分

17:35～17:55

筆記試験

20分

17:55～18:00

終了の挨拶（合否結果について）

５分

※当日の進行状況により、時間が前後する場合がございます。

準備物

筆記用具、ベーシックテキスト、アドバンステキスト ※テキストお持ちでない方は当日お渡しします。
フルーリアパウダー（ナチュラル・アイボリー・ピンク・クリア・ホワイト・コンペホワイト・バーチャルピンクorベージュ）
フルーリアカラーパウダー（オレンジ・ホワイト・ピンク・ライトグリーン・フローズンメロン）
フルーリアアクリルリキッド、フルーリアホワイトリキッド、プライマー、プレプライマー
スカルプチュアブラシ、ダッペンディッシュ、ピンチングスティック、ファイル、フォーム等
その他、施術に必要なもの全て
フルーリア商品で発売されているものは全てフルーリア商品をご持参ください。
※卓上ライトは任意となります。ご使用希望の方はご持参ください。

合否判定結果：6月中旬予定※郵送にてご案内致します。
◆当日緊急連絡先：080-6149-7792 （スペースネイル 担当：細谷）
株式会社スペース スペースネイル事業部 TEL：03-5436-2026
〒141-003１

東京都品川区西五反田2-24-7シティコープ西五反田1001号

