
目指すレベルによって選べるコース&メニュー

メニュー料金表

コースメニュー＆カリキュラム

テキスト説明・筆記試験対策・道具説明・衛生管理方法
正しいラウンドの取り方
メタルプッシャー・ニッパーの使用方法説明・デモ・実践
メタルプッシャー・ニッパーの実践
メタルプッシャー・ニッパーの実践
メタルプッシャー・ニッパーの実践
カラーポリッシュ塗布/修正方法(ウッドスティックの削り方）・カラーポリッシュオフ
カラーポリッシュ塗布/修正／カラーポリッシュオフの実践
カラーポリッシュ塗布の実践
フラットアートのデモ・実践
JNEC 3級ネイルアートデザインの実践
JNEC 3級全行程通し練習
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆＆チェック
本番に備えて　本番モデルのチェック・仕込み
道具説明・衛生管理方法・試験の失格減点事項説明・ピーコックデモ・実践
ジェルネイルの塗り方/修正方法のデモ・実践
ジェルネイルの塗り方/修正方法のデモ・実践
ジェルネイルの塗り方/修正方法のデモ・実践
ジェルネイル検定 初級課題のピーコックデモ・実践
ジェルネイル検定 初級課題のピーコック実践
ジェルネイル検定初級全行程通し練習
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆チェック
本番に備えて　本番モデルのチェック・仕込み

学科授業／JNEC 3級試験要項説明/練習用ハンドの作り方
ネイルケア① ファイル　デモ・実践
ネイルケア① プッシャー・ニッパー
ネイルケア② プッシャー・ニッパー
ネイルケア③ プッシャー・ニッパー
ネイルケア④ プッシャー・ニッパー
カラーリング① デモ・実践
カラーリング② 実践
カラーリング③ 実践
ネイルアート① デモ・実践
ネイルアート② 実践
JNEC 3級通し練習
JNEC 3級模擬試験①
JNEC 3級模擬試験②
試験直前　本番モデル仕込み
ジェル検定試験要項説明・ピーコックアート
ジェルネイル塗布① デモ・実践
ジェルネイル塗布② 実践
ジェルネイル塗布③ 実践
ジェルネイルアート① デモ・実践
ピーコックアート② 実践
ジェルネイル検定 初級通し練習
ジェル検定 初級模擬試験①
ジェル検定 初級模擬試験②
試験直前　本番モデル仕込み

  回   メニュー内容   カリキュラム詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

※各コース、別途 入学金￥15,000-が必要です。
※お支払い方法は別途、ご相談ください。

ベーシックコース サロンワークコース プロフェッショナルコース

初めてネイルを学ぶ方が対象
のコースです。ネイルの基礎
を一通り学ぶことができます。

初めてネイルを学ぶ方が対象
のコースです。JNEC3級の内
容に加えてジェルの基礎も学
ぶことができます。

JNEC 3級 JNAジェル検定 初級 JNEC 1級 JNAジェル検定 上級

アクリル技術などジェル専門
サロン以外で必要となる技術・
知識を学ぶことができるコー
スです。ネイルサロンへの就
職が有利になります。

ジェル専門のネイリストとし
て働くために必要な技術・知
識を学ぶことができるコース
です。

ネイリストとして必要なケア・
オフの技術・知識を学ぶこと
ができるコースです。

JNEC 2級 JNAジェル検定 中級

ジェルのうち、主に自爪に施
す技術・知識を学ぶことがで
きるコース。（長さ出しなどの技
術・知識を学ぶためには、JNAジェ
ル検定上級が必要となります。

トータルコース
上記ベーシックコース+サロンワークコース+プロフェッショナルコースを通しで計画的に受講できる
初心者がプロを目指す総合メニューです。
基礎から、同じスクールで一貫して学ぶことにより、バランスのとれた知識・技術が身につけらるトータ
ルコースです。

アドバンスコース 自習室利用メニュー
スクール経験者、検定経験者のための任意選択
式コースです。
苦手な分野の課題を絞って試験直前に学べま
す。

検定直前など、もっと個人的に技術の反復トレ
ーニングを積みたい方は、スクール施設を個別
に利用することが可能です。

コース 受講数・時間（2h/回） 料金有効期限 内容

全25回／50時間

全30回／60時間

全35回／70時間

全90回／180時間

８ヶ月

10ヶ月

10ヶ月

25ヶ月

ベーシックコース

サロンワークコース

プロフェッショナルコース

トータルコース

アドバンスコース

自習室利用料金 ￥500-/（1h/回）

￥59,400-/10h  ￥117,600-/20h
￥174,600-/30h ￥230,400-/40h

￥12,000-/2h 
（１回単位から受講可能です）

¥250,000-（2回まで分割可）

¥300,000-（2回まで分割可）

¥380,000-（2回まで分割可）
¥930,000-　　　　　
¥830,000-  （3回まで分割可）

これからネイルの世界に入りたい方

ネイリストとして必要なレベルを目指します

トップネイリストとして必要なレベルを目指します

ベーシック＋サロンワーク＋プロフェッショナルコース

メニューの中から任意で選択した授業を回数に応じて

コース受講者のみ、選択できます

ベーシックコース

http://nailstudio-camelot.com/school/

セット割

セット割
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 回 メニュー内容　※模擬試験（３時間）×２回含む カリキュラム詳細

道具説明・衛生管理方法・試験での減点、失格についての注意点説明
行程デモ・実践
実践
実践
正しいラウンドの取り方のデモ・実践
実践　10本のバランスを整える
メタルプッシャー・ニッパー使用方法説明のデモ・実践
メタルプッシャー・ニッパーの実践
メタルプッシャー・ニッパーの実践
カラーポリッシュ塗布／修正方法（ウッドスティックの削り方）／カラーポリッシュオフのデモ・実践
カラーポリッシュ塗布／修正／カラーポリッシュオフの実践
カラーポリッシュ塗布の実践
JNEC 2級課題のペイントアートのデモ・実践
JNEC 2級全行程通し練習
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆チェック
本番に備えて　本番モデルのチェック・仕込み
道具説明・衛生管理方法・試験での減点、失格についての注意点の説明／ジェルオフ方法
行程説明・フォーム理論
ジェル塗布～ピンチの入れ方　デモ・実践
ファイル手順～仕上げ　デモ・実践
デモ・実践
実践
デモ・実践
実践
実践　
ジェルネイル中級全行程通し練習
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆チェック
本番に備えて　本番モデルのチェック・仕込み

JNEC 2級試験要項説明・筆記対策
チップラップ①
チップラップ②
チップラップ③
ネイルケア① ファイル①
ネイルケア② ファイル②
ネイルケア③ メタルプッシャー・ニッパーデモ・実践
ネイルケア④ プッシャー・ニッパー実践
ネイルケア⑤ プッシャー・ニッパー実践
カラーリング①／オフ　デモ・実践
カラーリング②／オフ　実践
カラーリング③／オフ　実践
ネイルアート　デモ・実践
JNEC 2級通し練習
JNEC 2級模擬試験
JNEC 2級模擬試験
試験直前　本番モデル仕込み
ジェルネイル試験 要項説明・ジェルネイルオフの方法
ジェルネイル（イクステンション）①
ジェルネイル（イクステンション）②
ジェルネイル（イクステンション）③
ジェルネイル（カラーグラデーション）①
ジェルネイル（カラーグラデーション）②
ジェルネイル（フレンチ）①
ジェルネイル（フレンチ）②
ジェルネイル(カラーグラデーション・フレンチ）まとめ
ジェルネイル検定中級通し練習
ジェル検定 中級模擬試験
ジェル検定 中級模擬試験
試験直前　本番モデル仕込み

道具説明・衛生管理方法・試験での減点、失格についての注意点説明
エンボスアート ５枚花・リボン・ハート・バラ
プリパレーション・フォーム理論・アプリケーション
ナチュラルスカルプアプリケーション１ボール目
ナチュラルスカルプアプリケーション２、３ボール目
ナチュラルスカルプアプリケーション仕上げ～ピンチ
ファイル理論
ファイリング磨き仕上げまで
チップ装着～アプリケーション・ピンチ
チップ装着～アプリケーション・ピンチ
ファイリング磨き仕上げまで
ファイリング磨き仕上げまで
イクステンション（スカルプ・チップ） アプリ～磨きトータルバランス
イクステンション（スカルプ・チップ） アプリ～磨きトータルバランス
イクステンション（スカルプ・チップ） アプリ～磨きトータルバランス
JNEC 1級課題ミックスメディアアート
JNEC 1級全行程 通し練習
JNEC 1級全行程 通し練習
苦手箇所再チェック
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆チェック
本番に備えて　本番モデルのチェック・仕込み
道具説明・衛生管理方法・試験での減点、失格についての注意点説明／ジェルネイルアート
上級試験のテーマに沿ったジェルアート
行程説明・フォーム理論
ジェル塗布～ピンチの入れ方　デモ・実践
ファイル手順～仕上げ　デモ・実践
デモ・実践
実践
デモ・実践
実践
全行程通し練習
全行程通し練習
苦手箇所再チェック
タイムトライアル＆チェック
タイムトライアル＆チェック
本番モデルのチェック・仕込み

1級試験概要説明/アート①
アート②
イクステンション①
イクステンション②
イクステンション③
イクステンション④
ファイリング①
ファイリング②
チップオーバーレイ①
チップオーバーレイ②
ファイリング①
ファイリング②
イクステンション・チップオーバーレイ　まとめ①
イクステンション・チップオーバーレイ　まとめ②
イクステンション・チップオーバーレイ　まとめ③
アート③　デモ・実践
JNEC 1級通し練習
JNEC 1級通し練習
自由選択
JNEC 1級模擬試験（3時間）
JNEC 1級模擬試験（3時間）
試験直前　本番モデル仕込み
ジェルネイル試験要項説明　ジェルネイルアート①
　　　　　　　　　　　　   ジェルネイルアート②
ジェルネイルスカルプチュア①
ジェルネイルスカルプチュア②
ジェルネイルスカルプチュア③
ジェルネイルチップオーバーレイ①
ジェルネイルチップオーバーレイ②
ジェルネイルチップオーバーレイ（フレンチ）①
ジェルネイルチップオーバーレイ（フレンチ）②
ジェルネイル上級 通し練習
ジェルネイル上級 通し練習
自由選択
ジェル検定 上級模擬試験
ジェル検定 上級模擬試験
試験直前　本番モデル仕込み

  メニュー内容   カリキュラム詳細

サロンワークコース

プロフェッションルコースプロフェッショナルコース

http://nailstudio-camelot.com/school/
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