第6回フルーリアジェルエデュケーターセミナー・試験要項
エリア

会場

日程

内容

時間

定員

東京

TAT渋谷店

2018年4月19日（木）

セミナー

10:30～18:00

14名

大阪

Times Square Nail School

2018年4月26日（木）

セミナー

10:30～18:00

14名

東京

TAT渋谷店

2018年5月17日（木）

試験

12:00～18:00

14名

大阪

Times Square Nail School

2018年5月24日（木）

試験

12:00～18:00

14名

※各会場30分前から受付開始。セミナーは昼休憩を含みます。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

■ セミナー内容
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。

■ 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〕
実技試験は相モデルにて行います。エデュケーターセミナー時と試験時でペアが異なる場合があります。
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ください。

■ 受験資格
①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
②ＪＮＥＣ１級取得 ｏｒ ジェルネイル検定上級取得 ｏｒ フルーリアエデュケーター推薦の方
③試験は東京・大阪のいずれか1回限りの受験となります。※複数会場での受験不可

※第4回、第5回試験不合格の方は「試験のみ」の受験が可能です。

■ 受験料
＜セミナー40,000円／試験10,000円＞

50,000円（税込）

※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40,000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）
※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。

【受講特典】

フルーリアジェル ハイブリッドライト

21,200円（税込）

※通常サロン価格30,240円（税込）

※購入ご希望の場合はお申込み時に購入希望にチェックを入れてください。

■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）
＜締切当日有効／締切当日振込み有効＞
受付締切：2018年4月6日（金）
フルーリアジェルホームページよりお申し込みください。

http://fleurirgel.jp/
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
お問い合わせ
〒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
フルーリアジェル商品 一式（ベーシック／アドバンステキストの内容で使用するもの）
ジェルブラシ、フォーム、ファイル、スポンジファイル、ピンチングスティックはフルーリア商品を使用すること。
ライトはメーカーを問いません（36W以上推奨）、その他ネイル施術に必要なもの一式。
ベーシックテキスト、アドバンステキスト、ジェルの基礎知識テキスト、筆記用具

■試験条件
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）。

仕込み（フィルイン）

・キューティクルから2㎜空けた状態でカラーリング（Ｍ04)を施す。
・仕込みに使用するジェルは全てフルーリアジェルを使用すること。（ベース、カラージェルＭ04）

・ハイシャインジェル仕上げ。
・オフはマシン使用不可。
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
・筆洗い用のダッペンディッシュの使用可。但し、フルーリアダッペンディッシュに限る。
・ライトは、ＵＶライト（36Ｗ以上）、ＬＥＤライト（405nmの波長が出るもの）どちらでも可。

・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。

●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

スタイリングは、ラウンド。フリーエッジは５㎜程度。リペア可。
ピーコックに使用するカラーは、Ｍ05・Ｍ11・Ｍ14・Ｍ38

フィルイン

キューティクルから2㎜空けた状態のカラーリング（Ｍ04）を施す（事前審査あり）。

カラーグラデーション

仕込みに使用するジェルは全てフルーリアジェルを使用すること。（ベース、
カラージェルＭ04、ハイシャインジェル）
スタイリングは、ラウンド。フリーエッジは5㎜程度。リペア可。
オフはマシン使用不可。
ベーシックテキストP.15の①②の工程のクリーンナップの施術は任意とする。

親
オフ後はカラージェルＭ05を使用し、グラデーション仕上げ。
指
ワイドグラデーションブラシによるグラデーションを施すこと。
を
ジェルスカルプチュア（ショート・クリア）長さは5㎜程度とする。スタイリングはラウンドとする。
除
長さは１０㎜程度（ネイルベッドの倍まで）
く ジェルスカルプチュア（ロング）
スタイリングはスクエアとする。
6
ジェルスカルプチュア（ロング・
長さは１０㎜程度（ネイルベッドの倍まで）
本
フレンチカラー）
スタイリングは、スクエアとする。
・
カラージェル（Ｍ14・Ｍ15）を使用する。
指
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
の
（フラワーアート）
チップのウェルの有無は問わない。
指
チップブレンダー・アクティベーターの使用可。
定
無
長さは10㎜程度（ネイルベッドの倍まで）
し
スタイリングは、スクエアとする。

カラージェル（Ｍ05・Ｍ11・Ｍ37・Ｍ38・Ｇ08）を使用する。
フリーアート

テーマは「フルーリア（開花）」

※任意

ラメ・ホロ等の使用可能。

※試験の採点には反映されません。

当日の実技試験時間中に仕上げるかチップに施したものを持参。

共通事項

・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（フルーリア商品に限る）。
・テキストに掲載のないフルーリアジェル商品の使用可。
例）ウルトラライナー、ミニオーバルほか

フルーリアジェル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19日（木）
◎時間10:30～18:00

【大阪】2018年4月26日（木）
※受付開始10:00～

時間

内容

所要時間（分)

10:30～10:35

開始の挨拶／配布物の確認

10:35～11:35

エデュケーターシステムについて／商品説明・材料学（筆記試験ポイント）

11:35～11:45

休憩

11:45～13:45

デモンストレーション

13:45～14:30

昼食休憩

14:30～16:00

前半トレーニング

16:00～16:10

休憩／後半トレーニング準備

16:10～17:40

後半トレーニング

17:40～17:50

休憩／片付け

17:50～18:00

質疑応答／試験の案内／終了の挨拶

／

前半トレーニング準備

5分
60分
10分
120分
45分
90分
10分
90分
10分
10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17日（木）
◎時間12:00～18:00

【大阪】2018年5月24日（木）

時間

※受付開始11:30～
内容

12：00～12：05 開始の挨拶

所要時間（分)

5

12：05～12：20 テーブルセッティング＆仕込み

15

12：20～13：50 実技試験（前半者）

90

13：50～14：30 採点（前半者休憩）

40

14：30～14：45 片付け・モデル休憩

15

14：45～15：00 テーブルセッティング＆仕込み

15

15：00～16：30 実技試験（後半者）

90

16：30～17：10 採点（後半者休憩）

40

17：10～17：25 片付け・モデル休憩

15

17：25～17：45 筆記試験

20

17：45～18：00 合否結果について

15
※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。

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。
フルーリアベースジェル、ハイシャインジェル、ストロングハイシャインジェル
フルーリアカラージェルM04・M05・M11・M13・M14・M15・M37・M38・G08
フルーリアネイルワイプ150mL、フルーリアジェルリムーバー150mL

準備物

フルーリアジェルブラシ（オーバル・フラット・シャープライナ・ワイドグラデーション、ショートアンギュラー）

フルーリアフォーム、フルーリアファイル、フルーリアスポンジファイル、フルーリアピンチングスティック

UVライト or LEDライト（36W以上推奨）
その他、施術に必要なもの全て
※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

