
JINAネイルマシーン検定試験　【第１回】ビギナー (1/1)

試験日

東京：　2021年2月21日（日）１０：３０開場

大阪：　2021年4月25日（日）１０：３０開場

受験料

※同日に実施されるアドバンス(\11,000)とセット受験の場合は\17,600

・消費税込み・申し込み後の変更、取り消しは一切お受けできません

筆記試験時間

試験会場

ハリウッド美容専門学校

東京都港区六本木６－４－１六本木ヒルズハリウッドビューティプラザ

筆記試験内容 ５０点満点（４０点以上合格）

持ち物　

社）日本国際ネイル協会

JINA ( Japan International Nail Association )

http://jina-jina.com/

問合せ：info_z-jina@yahoo.co.jp

\8,800

11:30～12:00　（30分間）

JINAディプロマセミナーのスタンダードコースとプロフェッショナルコース内容を基準としテキストより出題する

（選択）

筆記具　（鉛筆かシャープペンシル、消しゴム）

お申込み・指定商品のご購入は

こちらからお願いします



JINAネイルマシーン検定試験　【第１回】アドバンス　 (1/2)

試験日

東京：　2021年2月21日（日）13：00～　

大阪：　2021年4月25日（日）13：00～　

受験料

※同日に実施されるアドバンス(\11,000)とセット受験の場合は\17,600

・消費税込み・申し込み後の変更、取り消しは一切お受けできません

試験会場

ハリウッド美容専門学校：東京都港区六本木６－４－１六本木ヒルズハリウッドビューティプラザ

実技試験内容 ５０点満点（４０点以上合格）

・JINAディプロマセミナーのスタンダードコースとプロフェッショナルコース内容を基準とする

・ご自身の片手5本に施術する

前半 ・ネイルマシーンによるベースキーピング　5本　（４０分）

後半 ・ジェル塗布　5本　（４０分）

事前準備

・ご自身の片手5本にフィル用ジェルを塗布しておくこと（左右指定なし）

・前日までにキューティクルから3㎜空けてジェルを塗布しておくこと（1か月後の伸びた状態）

・ベース（オフせずに付け替える方法）→カラー2度塗り→トップジェル　仕上げとすること

・検定前日までにネイルケアを済ませておくこと

・フリーエッジは5㎜に揃えておくこと

・リペアの本数は問わないが、素材はジェルを使用し、地爪に近い自然な状態に仕上げる事

【試験内容】

①手指消毒

②ネイルマシーンを使いベースキーピングを行う 13:00～13:40

フリーエッジは2㎜に仕上げる 40分

カットスタイルはオーバル

仕上げにファイルの使用可

【ネイルマシーン技術審査】 20分

①手指消毒

②ジェル塗布 14:00～14:40

ベースはフィル用塗布の仕方 40分

赤カラージェルはメーカー不問

ｺﾝﾃﾅ 親指 キーピングベース→カバーピンク→パーフェクトトップ

ｺﾝﾃﾅ 人差し指 キーピングベース→カバーピンク→パーフェクトトップ

中指 キーピングベース→カバークリア→カラージェル(2度塗り）→パーフェクトトップ

薬指 キーピングベース→カバークリア→カラージェル(2度塗り）→パーフェクトトップ

小指 キーピングベース→カバークリア→カラージェル(2度塗り）→パーフェクトトップ

【総合審査】 20分

後

半

ﾎﾞﾄﾙ

前

半

※準備中に爪の事前仕込み審査が行われます

\11,000



JINAネイルマシーン検定試験　【第１回】アドバンス　 (2/2)

テーブルセッティング

机の上にテーブルシートもしくはタオルの上にペーパーを敷きセッティングする事

用具・用材はトレーに清潔にセッティングする事（ウエットステリライザー内も含む）

デスクライトの持ち込み使用可（延長コードもお持ちください）

使用する用具・用材はすべて持参する事（UV･LEDライト用延長コードを含み全ての貸出なし）

使用指定用具・用材

ネイルマシーン（20,000rpm以上）

JINA指定フィル用ビット

JINA指定ジェル（カラージェル(赤）を除く）

使用禁止用具・用材

JINA指定ジェル以外のジェル（カラージェル(赤）を除く）

オイル

モデルについて

皮膚疾患等の理由によりご自身の爪が使用できない場合に限ってモデルを認める

事前に協会へ申請する事

持ち物　　★JINA指定商品に限る

ネイルマシーン（２万回転以上） ファイル　

★ ベースジェル(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

★ フィルイン用ジェル(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

★ トップジェル　(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

★ フィル用ビット

カラージェル（メーカー不問）

ジェルブラシ　

ＪＩＮＡ商品をご注文の際はQRコードよりお申し込みフォームにてご注文をお願いいたします

指定ジェル商品名

ベースジェル　　　　　(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

フィルイン用ジェル　　(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

トップジェル　　　　　(ｺﾝﾃﾅ・ﾎﾞﾄﾙ)

・コンテナ=コンテナタイプのジェル　・ボトル=ボトルタイプのジェル

社）日本国際ネイル協会

JINA ( Japan International Nail Association )

http://jina-jina.com/

問合せ：info_z-jina@yahoo.co.jp　上村

キーピングベース

(ﾎﾞﾄﾙ)カバークリア・(ｺﾝﾃﾅ)カバーピンク

パーフェクトトップ

お申込み・指定商品のご購入は

こちらからお願いします

ケア用水入れ プレップ剤　（油分除去剤） ダストブラシ

ウェットステリライザー LED又はUVライト

メタルプッシャー セッティング用トレー

商品名（コンテナ・ボトルは同じ商品名です）

エメリーボード　 ウッドスティック コットン

スポンジファイル（180G程度） スパチュラ ワイプ

ケア用ガーゼ ゴミ袋・セロテープ

消毒用エタノール（スプレー） キューティクルニッパー キッチンペーパー



※各コース受講者はディプロマ会員価格での購入が可能です。受講時にお渡ししている専用用紙でお申し込みください

：

：

：

： ビギナー　　・　　アドバンス　　・　　プロフェッショナル

★検定試験指定商品★一般価格となります。セミナー受講者は会員価格注文書にてご注文お願いいたします

数量 数量

★ ★

★ ★

★ ★

★

★

★

★

★

●JINAテキスト

瀧野川信用金庫　江北支店　普通

口座番号： 0018741

口座名義： ｼｬ)ﾆﾎﾝｺｸｻｲﾈｲﾙｷｮｳｶｲ

社）日本国際ネイル協会
JINA ( Japan International Nail Association )
jina-jina.com

問合せ：　info_z-jina@yahoo.co.jp

※￥24,000以上の注文時は送料無料。以下は送料着払い。（受講者直接発送の場合は送料着払いをお伝えください）

協会振込先

※ご注文いただいて1週間以内の発送となりますので早めのご注文をお
願いいたします

※申し込み後5日以内に入金をお願いいたします。ご連絡が無く振り込み
の確認ができない場合はキャンセル扱いとなります。

お申込み・指定商品のご購入はQRコー
ドからお願いします

問合せアドレスよりメール(PDF)でもお受けできま
す

小計　(B)

合計　(A+B)

税(10%)

振込合計額

小計　(A)　

・パーフェクトトップ ¥3,800

¥1,500

・カバーピンク ¥3,800 ・ストーン ¥2,800

・キーピングベース ¥3,800 ・ダストバー ¥1,200

●コンテナジェル ・グレイオン ¥2,500

・ダイアケア ¥4,000

・パーフェクトトップ ¥3,800 ・キャラス ¥4,000

・キーピングベース ¥3,800 ・フィル用 ¥4,500

・カバークリア ¥3,800 ・キューティクルリフティング ¥4,000

●ボトルジェル ●ビット

単品購入 金額 合計 単品購入 金額 合計

年　　　　月　　　　日

検定指定商品　注文書

ご 注 文 者 氏 名

発 送 先 住 所

電 話

受 験 コ ー ス



ご来場前の体調チェックをお願いいたします。以下の項目に該当する方はご来場をご遠慮ください

① 37.5℃以上の発熱がある方（ご来場前の検温をお願いします）

② 体調がすぐれない方（発熱・咳・倦怠感・咽頭痛・味覚障害等の自覚症状がある場合）

③
 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある場合、同居家族等に感染が疑
われる人がいる場合

その他以下のことをお守りください

・ ご来場の際はマスクの着用をお願いします

・ マスクを着用していない状態でのご来場はご遠慮いたただきます

・ ご来場からご帰宅までの移動中もマスク着用をお願いします

・ ご来場後名前の席へ着席し、他の席などを使用しないようにしてください

・
ご来場前に使用する机・椅子の消毒は済まされていますので手指消毒をしてから着席してくだ
さい

・ 咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえてください

・ 大きな声での会話はお控えいただくよう、お願いします

・ お帰りの際は使用した机・椅子を消毒してからおかえりください

・ ごみはお持ち帰りください

新型コロナウィルス感染予防対策についてのお願い


