フルーリアジェルエデュケーターセミナー及び試験要項
〈東京〉
エリア

会場

日程

内容

時間

東京

フォーラム8（渋谷／予定）

2016年4月14日（木）

セミナー第１部

10:30～17:30

東京

フォーラム8（渋谷／予定）

2016年4月15日（金）

セミナー第２部

10:30～17:30

東京

フォーラム8（渋谷／予定）

2016年5月11日（水）

試験

13:00～18:30

※お昼休憩（11:30～12:30）を含みます

※時間は前後する場合がございます。

〈大阪〉
エリア
大阪
大阪
大阪

会場
タイムズスクエア
ネイルスクール
タイムズスクエア
ネイルスクール
タイムズスクエア
ネイルスクール（予定）

日程

内容

時間

2016年2月18日（木）

※セミナー第１部

10:30～17:30

2016年2月19日（金）

※セミナー第２部

10:30～17:30

2016年5月23日（月）

試験

13:00～18:30

※お昼休憩（11:30～12:30）を含みます

※時間は前後する場合がございます。

■ 会場
【東京】

フォーラム８（予定）
〒150-0043

【大阪】

東京都渋谷区道玄坂2-10-7

新大宗ビル6Ｆ

タイムズスクエア ネイルスクール（予定）
〒530-0002

大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-21

GUILDビル10Ｆ

※2月18日・19日開催のエデュケーターセミナー申込みはタイムズスクエアネイルスクールで受付けをしております。
詳細はタイムズスクエアネイルスクールへお問い合わせください。（電話06-6344-7258）

■ セミナーについて
試験前に、試験内容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
フルーリアジェルＳＰエデュケーターから直接指導を受けることが出来ます。
フルーリアジェルインストラクターをご希望の場合、セミナー受講のみのお申込みも可能です。

■ 試験内容
○筆記試験（記述式 １００点満点中、８０点以上合格）〔２０分〕
出題範囲は商品カタログ・ジェルネイルの基礎知識及びベーシック／アドバンステキストに準ずる。
○実技試験〔90分〕
○相モデル
セミナー時と試験時で相モデルのペアが異なる場合があります

事前準備

試験条件

仕込み

・試験前日までにケア、ファイルなど手入れを済ませておくこと。（サンディングは不可）
・モデルの爪はナチュラルネイルをベースとするが、リペア可（本数の指定なし）
・受験者の親指のピンチ用エクステンション可（試験内容と同じアートを施すのは不可）

テーブルセッティング

・ＪＮＥＣネイリスト検定試験に準じ、衛生面に配慮されていること。ただし、ラベル添付は不要。

・スペースネイルより発売している「フルーリア・フルーリアジェル商品」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。
・容器の詰め替え不可
・ライトは、ＵＶライト（３６Ｗ以上）、ＬＥＤライト（４０５nmの波⻑が出るもの）どちらでも可。

●アプリケーション

６種類

イクステンション

試験条件

カラーリング

カラージェル（Ｍ０４）を使用する。

ピーコック

カラージェル（ベースカラーはＭ０４とし、Ｍ０５・Ｍ１０・Ｍ１４）

スタイリングは、ラウンド。フリーエッジは５ｍｍ程度。リペア可。

親

を使用する。

指
を
除
く
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スタイリングは、ラウンド。フリーエッジは５ｍｍ程度。リペア可。
カラーグラデーション（タッピング）

カラージェル（Ｍ０５）を使用する。

ジェルスカルプチュア（ロング）

⻑さは１０ｍｍ程度とする。スタイリングはスクエアとする。

ジェルスカルプチュア（ロング）

⻑さは１０ｍｍ程度（ネイルベッドの倍まで）

（フレンチロング）

スタイリングは、スクエア

ジェルチップオーバーレイ

使用するチップの色は、ナチュラル又はクリア

（フラワーアート）

チップブレンダー・アクティベーターの使用可。

スタイリングは、ラウンド。フリーエッジは５ｍｍ程度。リペア可。

・
指
の

カラージェル（Ｍ１４・Ｍ１５）を使用する。

⻑さは１０ｍｍ程度（ネイルベッドの倍まで）

指

スタイリングは、スクエア

定
無
し

カラージェル（Ｍ０５・Ｍ０８・Ｍ１０・Ｐ１６・Ｇ０６）を使用する。
共通事項

・ＳＰＮハンドローションの使用は任意。
・キューティクルオイルは塗布しないこと。
・手指消毒（擦式清拭消毒）から行う。
・使用フォームの種類は問わない。

■ 受験料
＜セミナー＋試験の方＞
60,000円（税込）

＜セミナー50,000円／試験10,000円＞

＜セミナー＋試験＋LEDライトご購入の方＞
75,000円（税込）

＜セミナー50,000円／試験10,000円／LEDライト15,000円＞

＜セミナーのみ受講の方＞
50,000円（税込）

＜セミナー50,000円＞

＜セミナー＋LEDライトご購入の方＞
65,000円（税込）

＜セミナー50,000円／LEDライト15,000円＞

＜試験のみの方＞※フルーリアジェル インストラクターの方のみ申し込み可能。
10,000円（税込）

＜試験10,000円＞

※フルーリアジェルインストラクターをご希望の場合、セミナー受講のみのお申込みが出来ます。
※試験のみのお申し込みはフルーリアジェルインストラクターの方のみ可能です（セミナーと併せてのご受講を推奨します。）
※受講料には、キット（材料費）は含みません。
※セミナー受講時に、ご自身のベーシックキット・ベーシックテキスト・アドバンステキストをご持参下さい。
（ジェル・用具等に不足分がある方は、事前にディーラー様でご購入をお願い致します）
※セミナー受講特典としまして、フルーリアＬＥＤライトを特別価格で販売致します。15,000円（税込）
希望者はセミナー申込書に記入をお願い致します。セミナー当日にお渡し致します。

【使用材料】
・フルーリアベーシックセミナーで使用したキット一式（ベーシックテキスト・アドバンステキストも含む）
・ジェル施術に必要な道具一式（ペーパー、ゴミ袋なども含む）
・筆記用具
・セミナー／試験は、相モデルで行うため、両手親指以外をオフした状態でお越し下さい。

■ 受験資格
○ フルーリアジェルベーシックセミナー、アドバンスセミナーの両方を受講済みの方で
ＪＮＥＣ１級取得またはジェルネイル検定上級取得の方

■ お振込み先
三菱東京ＵＦＪ銀行 東寺支店 （普通）３７４９１１０
口座名 株式会社ニッシンスペースネイル事業部 代表取締役 横江浩司
※恐れ入りますが、お振込み手数料はご負担願います。
※当日キャンセルによる参加費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負担）
※キャンセルの場合の返金は後日銀行振込にて行いますが、振込手数料はお客様のご負担となります。

■

受験票について

申込書と振込明細が受験票となります。
※申込書ＦＡＸ→振込完了後、正式申込となります※
※セミナー及び試験当日に申込書・振込時の明細書を必ずご持参下さい※
■ 申込受付／締切日

※締切日過ぎての申込みはお手数ですがお電話にてお問い合わせ下さい。

受付開始：2016年2月8日（月）
＜締切当日有効／締切当日振込み有効＞
受付締切：2016年3月18日（金）
別紙「フルーリアジェルエデュケーターセミナー／試験 申込書」に必要事項後記入の上、
FAXにてお申し込みください。

お問い合わせ

株式会社ニッシン スペースネイル事業部

TEL：03-5436-2026

〒141-0032 東京都品川区大崎３－１０－１３ COLLINA大崎１０３

フルーリアジェルエデュケーター
セミナー・試験申込書
申込日：

※全ての項目にご記入ください。
ふりがな

年

月

日

フルーリアセミナー＜ベーシック・アドバンス＞認定番号

ベーシック：
アドバンス：

氏名
※どちらかを○で囲み、ご希望の方に☑をして下さい

要 ・

領収書

不要

※どちらかを○で囲んで下さい

□個人名
□勤務先名

ご希望会場

東京

・

大阪

※大阪会場は試験のみとなります

※後日の発行は致しかねます。セミナー当日にお渡しします。
※いずれかを○で囲んで下さい

ご希望

セミナーと試験両方 ・

セミナーのみ

・

試験のみ（インストラクター）または
（ご希望会場が大阪の方）

〒（

送付物
お届先

自宅・勤務先

TEL

(

取得資格

－
都
府

）

勤務先名：

道
県

FAX

）

(

※いずれかを○で囲んで下さい

JNEC1級

・ JNAジェル検定 上級

・ JNA認定講師 ・ JNA本部認定講師

※弊社からの連絡は基本メールにて行います。お手数ですが、正しくご記入お願い致します。

E-mail

■

）

※どちらかを○で囲んで下さい

ＬＥＤ購入

要

タイムスケジュール

【セミナー】

東京４月１４日（木）及び４月１５日（金） １０：３０～１７：３０

時間
10：30～10：35
10：35～11：30
11：30～12：30
12：30～13：30
13：30～13：40
13：40～15：10
15：10～15：20
15：20～16：50
16：50～17：00
17：00～17：30

・

不要

※受付開始10:00～

内容

所要時間（分)
5
55
60
90
10
90
10
90
10
30

開始の挨拶
商品説明・ジェルの基礎知識（１日目のみ）、エデュケーターシステムの説明
昼食休憩
デモンストレーション（１日目ベーシック・２日目アドバンス）
休憩・準備
トレーニング（前半者）
休憩・準備
トレーニング（後半者）
休憩・準備
終了の挨拶、試験について（２日目のみ）
※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】

東京５月１１日（水）／大阪５月２３日（月） １３：００～１８：３０

時間
13：00～13：05
13：05～13：20
13：20～14：50
14：50～15：20
15：20～15：30
15：30～15：45
15：45～17：15
17：15～17：45
17：45～17：55
17：55～18：15
18：15～18：30

※受付開始12:30～

内容

所要時間（分)
10
15
90
30
10
15
90
30
10
20
15

開始の挨拶
テーブルセッティング＆仕込み
実技試験（前半者）
採点（前半者休憩）
片付け
テーブルセッティング＆仕込み
実技試験（後半者）
採点（後半者休憩）
片付け
筆記試験
合否結果について
※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。

■ 申込受付／締切日 ※締切日過ぎての申込みはお手数ですがお電話にてお問い合わせ下さい。
受付開始：2016年2月8日（月）
＜締切当日有効／締切当日振込み有効＞
受付締切：2016年3月18日（金）
上記必要事項ご記入頂き下記FAX番号にお送りください。
申し込み先FAX番号：０３−３４９３−１０２６
お問い合わせ

株式会社ニッシン スペースネイル事業部
〒141-0032

TEL：03-5436-2026

東京都品川区大崎３－１０－１３ COLLINA大崎１０３

【個人情報の取り扱いについて】お申込いただきました個人情報は、セミナーの案内などに使用し、弊社の個人情報保護方針に基づき、その管理を周知徹底します。お客様の同意なく第三者への拝辞・提供は致しません。

