


NPO法人日本ネイリスト協会（JNA）は、
1985 年に任意団体として発足しました。
日本でネイルサービスが芽生えはじめた時
期、当時ネイルに携わっていた先駆者たち
が、ネイル産業の振興とネイリストの地位
向上などを目指し、協会を創設しました。
認定制度やイベント、ネイルコンペティショ
ンの開催、各種資格検定事業など、ネイル
に関する様々な活動を行い、2006 年には特
定非営利活動法人（NPO法人）として法人
化しました。
日々の身だしなみとして、毎日のオシャレ
として定着してきた日本のネイル文化のさ
らなる発展を目的に、ネイル産業における
唯一の全国組織として活動を続けています。
JNAはこれからも「世界一指先の美しい国
へ」をスローガンとして、　国内外を問わず
ネイルの素晴らしさを伝えるために、活動
を継続して参ります。
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さらなるネイル産業の
発展に向けて、
多様な活動を幅広く展開
JNAはネイリストの知識、
技術力を高め、優秀な人材を
育成するとともに、
ネイル産業を活性化させ、
さらに一般社会にネイルの認知を
広めていくために、
さまざまな活動を展開しています。

ACTIVITIES　活動概要
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● 認定校
● 認定講師 
● 認定ネイルサロン 
● 認定・登録プロダクツ企業 

認定制度
安全性と安心感に裏づけされた
高い信頼をより確かなものへ

AUTHORIZATION 04

● 全日本ネイリスト選手権 
● 世界ネイリスト選手権 
● 全日本ネイリスト選手権 地区大会 
● アートチップアワード 
● ネイティフルコンテスト 

コンペティション
技術、創造性、精神力で競う
日本の高いネイル技術の源泉

COMPETITIONS 07

● 東京ネイルエキスポ 
● 東京ネイルフォーラム 
● アジアネイルフェスティバル 

イベント
ネイルの魅力を伝える

最新のテクニックとトレンドが集結

EVENTS 06

● JNAジェルネイル技能検定試験 
● JNA 認定ネイルサロン衛生管理士 
● JNA 認定ネイルサロン技術管理者
● JNAフットケア検定試験
● ネイリスト技能検定試験（JNEC） 

検定・資格制度
正しい技術と知識を評価する
ネイリストとしての登竜門

CERTIFICATION 05

● ネイル月間・ネイルの日 
● 広報活動 
● JNA スーパーライブ 
● ネイルトレンド発信
● ピンクリボン運動　　●  国際交流 
● 出版・教材 　　● 各種セミナー  

情報発信
さらなる発展に向けて
様々な活動を幅広く展開

PUBLIC RELATIONS08
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安全性と安心感に裏づけされた、高い信頼をより確かなものへ　
ネイル技術、サービスの水準を高め、確かなスキルと信頼をアピールするためにJNAでは各種認定制度を設け
ています。JNAの認定基準を満たし、社会的使命や活動目的にご賛同いただいているネイルサロン、教育施設、
講師、ネイル関連企業を認定しています。

AUTHORIZATION　認定制度

JNA 法人正会員でネイル関連商材の製造・
輸入・販売を営み、JNAの社会的使命や活
動目的に賛同する企業を認定・登録してい
ます。高い目
標・理念を持
ち、JNA の
活動に協力し
ています。

Nail School
  JNA 認定校

Authorized Educators　
  認定講師　

Product Companies
  認定・登録プロダクツ企業　

●ステップアップを図れる特典が充実
認定校在校生には、JNA 主催イベントやコンテストなどの優遇割引サービスが充実。
ステップアップにつながるセミナーにもおトクに参加できます。また JNAジェルネイル
技能検定試験や衛生管理士講習会などを、通いなれた認定校で受験・受講できる優遇
制度もうれしい特典です。

●高い教育水準で検定・資格試験での高い合格率
各種検定試験、資格に対応したカリキュラムを完備し、JNA 認定講師などJNA が認め
た教育者から高度な知識と技術を学べる認定校。資格取得やプロとしてのスキル修得
まで万全のサポートで、検定・資格試験の高い合格率を誇っています。

●色々な学びにあわせて「スクールが選べる！」
プロのネイリストを目指す人はもちろんのこと、「ネイルをゼロから学びたい」「爪のお
手入れを学びたい」という人向けのレッスンを設けた認定校もあります。アフター5を
利用して通学し、検定に挑戦するのも可能。目的に応じたスクールが選べます。

ネイリスト技能検定試験 1級および JNAジェ
ルネイル技能検定試験上級取得者で、定めら
れた条件を満たす技術者が、毎年実施される資
格試験に合格することによって与えられる資格
です。認定講師は JNA 講師会のメンバーとして
高い志を持ち、ネイルの普及と発展に努め、イ
ベントの実行委員、検定試験の試験官、コンテ
ストの審査員、各セミナーの講師などを担当し
自らの意思により活動しています。

●資格を取得した確かな
　スキルのネイリストが在籍
認定ネイルサロンの開設者（代表者）は、
JNAの正会員です。各店舗は、JNA が
定める「技術管理者」
が管理し、「技術責
任者」が 1店舗に
1名在籍しています。
認定を受けた確か
な技術、優れたセン
スのネイリストが施
術を行っています。

●衛生面での安全性を重視し
　「衛生管理自主基準」を遵守
衛生管理責任者として「ネイルサロン衛生管理士」資格取得者
を1店舗に1名配置しています。また、JNA が制定した「衛
生管理自主基準」に則り、器具類の消毒から換気、照明まで
細心の配慮でサロン環境を整えています。

●お客様の安心のために法令遵守と保険への加入
医師法や薬機法、特定商取引法、個人情報保護法などのサロ
ン運営に関する法令遵守（コンプライアンス）を徹底していま
す。万一の事故の際にもしっかりした対応ができるよう、賠償
責任保険への加入も義務付けられています。

Nail Salon

安全・安心なネイルサロンの証とし
ての認定ネイルサロン。経営指導・
スタッフ指導や広報支援などの特典
もあります。

  JNA 認定ネイルサロン

JNA 認定校の中でも特
にネイル教育に関する長
年の実績と高い水準の教
育を維持している教育施
設を、「JNA 本部認定校」
として認定しています。

JNA 本部認定校制度
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ネイリストの正しい技術と知識の向上を目的として実施される検定・資格試験。ネイリストを目指す人達の指標、
登竜門として確立された地位を得ています。検定・資格制度には、「JNAジェルネイル技能検定試験」、「JNA
認定ネイルサロン衛生管理士」、「JNA認定ネイルサロン技術管理者」などがあります。　

正しい技術と知識を評価する、ネイリストとしての登竜門
CERTIFICATION　検定・資格制度　

上級バッジ

資格バッジ

認定証

上級
ディプロマ

ネイリスト技能検定試験は、日本のネイ
ルの資格として最も歴史と実績を持つ試
験です。日本ネイリスト検定試験センター
は、2008 年 12 月に設立され、2012 年
7月1日に内閣総理大臣より公益財団法
人としての認可を受けて「公益財団法人
日本ネイリスト検定試験センター」（略称
JNEC）として活動しており、資格の価値
もさらに向上しています。JNA はネイリ
スト技能検定試験の試験官推薦団体とし
て、運営を支援しています。
（2019 年 1月現在）

Gel Nail Examination
  JNA ジェルネイル
  技能検定試験
お客様が安心して施術を受けられる健全な
ジェルネイルの普及を目的に実施している
JNA主催の技能検定試験です。プロとして、
サロンワークでジェルネイルを施術するため
に必要な理論と技術の修得を問うものです。

JNA International
Nail Examination
  JNA 国際ネイリスト
  技能検定試験
日本のネイル技術を世界へ、という主旨で実
施している国際ネイリスト技能検定試験。国
際試験官の養成も進めており、アジア各国
のネイル関連団体を中心に実施されていま
す。日本の高いネイル技術と理論を世界に広
め、世界のネイル技術のレベルアップに貢献
しています。

Nail Salon 
Technical Manager
  JNA 認定
  ネイルサロン技術管理者
「ＪＮＡ認定ネイルサロン」において技術管
理を行う人材を育成し、サロンの技術水準の
維持・向上を図ることを目的とし、JNA が実
施する「技術管理者講習会」を受講し、修
了した方に「JNA 認定ネイルサロン技術管理
者」認定証を付与する制度です。

Foot Care 
Examination
  JNAフットケア
  検定試験
ネイリストが、プロとしてサロンワークでフッ
トケアを施術するために必要な理論の修得
を問う検定試験。お客様の美と健康に寄与
する健全なフットケアの普及を目的として実
施します。（2019 年より実施）

初級、中級、上級の３段
階があり、ネイリストにな
るための必須の資格です。

● 受講資格
年齢 20 歳以上・ネイル技術に関する実務経験を
3年以上有する方・ネイリスト技能検定試験 2 級
を取得済みの方・JNAジェルネイル技能検定試
験 初級を取得済みの方   

● 受講資格 18 歳以上であれば受講可能。

※いずれも講習会受講申し込み時において

ネイリスト
技能検定試験

Hygiene and Sanitation Manager
  JNA 認定ネイルサロン衛生管理士
JNA 発刊の「衛生管理マニュアル」に沿った講習会
を受講し確認テストに合格した方に付与される資格。
「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を普及し、
安全で安心なネイルサービスと公衆衛生の向上を目
的としています。資格取得者には、認定証と資格バッ
ジが付与されます。

ver. 3

ネイルサロン衛生管理
マニュアル　
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世界最大級のネイルの祭典「東京ネイルエキスポ」をはじめ、「アジアネイルフェスティバル」、「東京ネイ
ルフォーラム」などのイベントを開催。その中で各種コンペティション、ステージ、セミナー、トレードショー
などを通して、ネイルの魅力を社会に訴求しています。

ネイルの魅力を伝える、最新のテクニックとトレンドが集結
EVENTS　イベント

Tokyo Nail Expo
  東京ネイルエキスポ
東京から全世界へ発信するネイルムーブメン
ト。ネイルの魅力を広く普及することに貢献
している著名人をネイルクイーンとして表彰す
るなど、もりだくさんの内容で海外からも注
目を集めています。大会 2日間で 5万人を

Asia Nail Festival
  アジアネイルフェイスティバル
毎年7月に大阪で開催される、西日本最大規模のネイルイベント。年々
来場者数は増加し、2日間の大会で2 万人近い来場者で振わいます。

Tokyo Nail Forum
  東京ネイルフォーラム
日本最大級の国際総合美容見本市「ビュー
ティーワールドジャパン」との併催で開催さ
れるJNA 春のビッグイベント。日本そして世
界へ向けて最新情報を配信しています。

超える来場者
数を誇る名実と
もに世界最大
級のネイルイベ
ントです。
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毎年さまざまな形でネイル技術や創造性を競い合うコンペティションを開催。ネイリストの技術とモチベー
ションの向上を図っています。今や世界に誇れる日本のネイル技術。その原点はハイレベルなコンペティショ
ンの中にも垣間見ることができます。

技術、創造性、精神力で競う日本の高いネイル技術の源泉
COMPETITIONS　コンペティション　　

All Japan Nailist Championship
  全日本ネイリスト選手権
「東京ネイルエキスポ」「アジアネイルフェスティバル」において開かれ
る、日本一のネイリストを決定する伝統のコンペティション。プロフェッ
ショナル、フリー、ジュニア、スチューデントの各部門別に、ネイルケア、
スカルプチュア、ネイルアートなどの種目で競い合います。

World Nailist Championship
  世界ネイリスト選手権
国内外のネイルコンテストにおけ
る上位入賞者であることが出場資
格。世界最高峰の選手権ともい
われ、まさに“ベストオブベスト”
を決める「東京ネイルエキスポ」
の注目競技です。

Art Tip Award
  アートチップアワード
ネイルアートを愛するすべての人が自由に参加できるオープン選手権
です。テーマに合わせて、5 枚のネイルチップにオリジナルデザインを
施した作品を募集。会場に全作品を展示のうえ、来場者の投票によっ
て入賞者を決定します。

全日本ネイリスト選手権地区大会
全日本ネイリスト選手権
本大会の前哨戦となる地
区大会。チャンピオンは
東京ネイルエキスポの大
会に招待出場。地区の活
性化を促進しています。　

Natiful Contest 
  ネイティフルコンテスト
「Nail」+「Beautiful」=「Natiful」。
「ネイティフル」とは、さまざまな
生活の中でのシチュエーションを
美しいネイルで演出する、新しい
ネイル・ライフを意味する言葉で
す。テーマに合わせ、ネイル、ヘ
ア、メイク、衣装のトータルコーディ
ネートで審査されます。　
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JNAではネイリストの育成や支援を目的とした教育活動に加え、ネイル産業の発展と向上に向けて幅広い広報
活動や国際交流などを行っています。

さらなる発展に向けて、様々な活動を幅広く展開
PUBLIC RELATIONS　情報発信

ビビッドでクリアな質感。
パステル調のソフトマットな質感。

風と共に砂漠の砂が舞うモロッコを彷彿させる
色合いが女性の指をエキゾチックに演出。

モロッコキャンディ

春 におすすめする2つのテーマ
春の柔らかな光と色を表現する
パステルやミルキーなカラー

Nail Month and Day
  ネイル月間・ネイルの日
11月 11日は「ネイルの日」。
そして、11月の「ネイル月間」
はネイル普及のためのさまざ
まな活動を展開。全国各地
の JNA 認定ネイルサロンや
認定校、法人会員企業など
が多彩なキャンペーンを行っ
ています。

JNA Super Live 
  JNA スーパーライブ
JNA が誇るトップネイリストたちの手による、
実演形式のセミナーを毎月開催。創造性に
富んだスーパーテクニックはもちろん、サロ
ンワークや検定試験に生かせる技術や情報
を学べる場を提供しています。

Publications  
  出版・教材
JNA 認定校のテキストとして採用されている
「JNAテクニカルシステム」をはじめ、各種
検定試験の見本技術とポイントが網羅されて
いるDVD 教材など、正しいネイル技術と知
識を習得するための教材を発行しています。

Seminar
  セミナー
ネイル施術に必要な理論や知識を伝えるセミ
ナーや、サロン経営や接客に関する講習、衛
生管理士講習会等を各地で展開しています。

International Exchange
  国際交流
世界各国のネイル関係者と様々な情報交換
を行っています。また、世界各地で開催され
るトレードショーやコンペティションなどへの

PR Activities 
  広報活動
ネイル業界だけでなく、美容、
ファッション業界、一般の方々
の理解と関心を高めるため
に、会報誌「Natiful（ネイティ

Nail Trend
  ネイルトレンド
各界で活躍する有識者を含めた JNAトレン
ドプロジェクトが世界的な流れを捉え、最新
のネイルトレンドのテーマを設定。毎年 4月

フル）」や、ネイルマーケットリポート「ネイル
白書」の発行、ネイル情報が満載のポータル
サイト「nail.jp（ネイルジェイピー）」など、メ
ディアを活用した広報活動を展開しています。

大阪の熱い祭典を完全レポート！

発行／2018年9月
Vol.133

Pink Ribbon 
Movement
  ピンクリボン運動
JNAでは乳がんの早期
発見、早期診断、早期
治療を促す「ピンクリ
ボン運動」を応援して
います。“ネイル ”を通
したキャンペーン活動を全国で展開し、ピン
クリボン運動の啓発に協力しています。

に秋冬トレンド、
10 月には翌年
の春夏トレンド
を発表し、「東
京から世界へ」
広くアピールし
ています。

海外研修ツアー
を実施して交流
の推進と、ネイ
ル発展途上国へ
の支援も推し進
めています。

テクニカルシステム ～フットケア～

FOOT C A RE
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A

ム
テ
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個 人 会 員

［特 典］ ［特 典］

［対 象］
●ネイリスト、及びネイリストをめざす方
●美容産業に従事されている方
●ネイルに関心を持つ一般の方

［対 象］
●ネイル産業に携わるメーカー、流通業者、サロン
●ネイル専門校および理容美容学校、その他の教育機関
●その他　ネイルに関わる企業・団体

※年会費は前納（4月～翌年 3月分）。
※入会時期が 10～ 3月の場合は半額
（正会員￥6,000、一般会員￥3,000）とな
ります。
※一般会員として入会した後、正会員への
移行を希望される方は、入会金￥10,000
と年会費差額分を納入していただくことに
よって移行することができます。

※年会費は前納（4月～翌年 3月分）。
※入会時期が 10～ 3月の場合は半額
（正会員￥60,000、賛助会員￥30,000）
となります。

【個人正会員】 入会金 ￥10,000
  年会費 ￥12,000
【個人一般会員】 入会金 無料
  年会費 ￥6,000 【法人正会員】 入会金 ￥100,000

  年会費 ￥120,000
【法人賛助会員】 入会金 ￥10,000
  年会費 ￥60,000

［個人会員種別及び会費］
個人正会員、個人一般会員の 2種類です。
●個人正会員には会員総会での議決権がありますが、
　個人一般会員には会員総会での議決権がありません。
●認定講師資格試験の申請をするには、
　個人正会員でなければなりません。

［法人会員の種別及び会費］
法人正会員、法人賛助会員の 2種類です。
●法人正会員には議決権がありますが、
　法人賛助会員には議決権がありません。
●法人正会員の入会には、現法人正会員 1名の推薦と、
　理事会の承認が必要です。
● JNA認定校の申請をするには、法人正会員
　でなければなりません。

1. 情報満載の会報誌「Natiful（ネイティフル）」を無料でお届け。
2.協会主催のイベントに無料でご招待。
3. 主催・協賛コンペティションに会員料金で出場できます。
4. 協会主催セミナーに会員料金で参加できます。
5.「衛生管理士」資格の継続手続きが会員料金でできます。
6. 協会刊行物を優待割引価格で購入できます。        
7. 会員限定の法律相談・技術相談などができます。
8. ＪＮＡ認定ネイルサロンへの登録申請ができます。（正会員のみ）

1. 情報満載の会報誌「Natiful（ネイティフル）」　を無料でお届けします。
2. 協会刊行物等を優待割引価格で購入できます。
3. 協会主催イベントに会員価格で出展できます。
4. 協会刊行物等への有料広告掲載、情報掲載等ができます。
　（一部法人正会員のみ）
5.ＪＮＡ認定校の登録申請をすることができます。（法人正会員のみ）
6.ＪＮＡプロダクツ企業への加入申請をすることができます。
　（一部法人正会員のみ）
7.ＪＮＡ認定ネイルサロンへの登録申請をすることができます。
　（法人正会員のみ）

法 人 会 員

ADMISSION GUIDE　入会案内
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JNA組 織 図NPO法人
日本ネイリスト協会の歩み

ORGANIZATION CHART　
協会組織図

1985
・ 日本ネイリスト協会設立
・ 第1号会報誌『日本ネイリスト協会 会報』
　発行

1986
・ 第1回ジャパンネイルビッグセミナー
　=ホテルメトロポリタン

1988
・ 
　= 大阪 MID シアターツインタワー21

1996
・ ネイルクイーン授賞式初開催
　（NAIL COMPETITION'96 にて）
・ 第1回認定講師資格試験実施

1997
・協会ホームページ開設
・JNA 認定校制度開始
　第1回ネイリスト技能検定試験開催
・ネイルフェスティバル in 大阪1997
　＝大阪・三井アーバンホテル

1998
・ 第1回国際ネイルフォーラム
　= 東京 · 東京ビッグサイト

1999

　= 東京 · 有明 TFT ホール

2006
・日本ネイリスト協会設立 20 周年・NPO 法人化
　記念式典 = ザ･キャピトルホテル東急
・特定非営利活動法人（NPO 法人）となり、
　新たなスタートを切る

2008
・ネイルポータルサイト「nail.jp」開設／
　ネイル月間お客様キャンペーン開始
・ 『ネイル白書 2008-9』発刊
・一般財団法人日本ネイリスト
　検定試験センター（JNE）設立につき
　ネイリスト技能検定試験の主催 · 運営元を
　JNE へ移行（現在の JNEC）

2009
・ピンクリボンネイルアートコレクション初開催　

2010
・ 第1回 JNA ジェルネイル技能検定試験（初級）
　= 東京 · 大阪
・ 第1回ネイルサロン衛生管理士講習会
　= 東京 · 大阪
・ JNA 認定ネイルサロン制度開始
・ 「ネイルの日」制定
・ 日本ネイリスト協会設立 25周年記念式典＆　
　懇親パーティー =ホテルニューオータニ

2011
・ 第1回 JNA 認定ネイルサロン技術管理者
　講習会

2012
・ 第1回 JNA スーパーライブ

2015
・ JNA 創立 30 周年記念式典 · 懇親パーティー
　= 虎ノ門ヒルズフォーラム

2017
・ 瀧川晃一理事長がネイル業界初の
　「旭日小綬章」を受章

2018
・ 仲宗根幸子会長が、ネイリストという
　職業部門で初めて東京都優秀技能者
　（東京マイスター）知事賞を受賞

時代・環境に合わせて協会の諸規程・規則を整備し、さらにネイル産業全体の
自主基準策定を推進する。

正しいネイル教育の場としてのスクールの健全化を目指し、協会認定校の規程を
整備し、制度を普及する。

ネイリストおよび一般ネイル愛好家が安心して使用出来る製品の提供、流通の
適正化を図る。

安心して利用できるネイルサロンの確立を目指し、技術・施設・労務・経営など
の各分野における基準を整備し、普及する。

ネイル産業の健全な発展のために、スクール・プロダクツ・サロンの各委員会の
連携のもとに規則・基準（ガイドライン）を策定する。

協会各委員会予算案に基づく年間企業計画に沿った適切な予算策定と進捗状況
の定期チェック及び、財務状況を管理する。

ワールドワイドな情報網を確立し、日本のネイル産業のさらなる発展と海外への
普及を目指し、世界のネイル産業をリードする。

ネイル産業の社会的グレードUPを目指し、様々な進路を立案し、常に社会の
変化に対応できる企画を、各委員会とコラボして実行する。

会報誌等のメディアを通じて会員・ネイル関係者に適切な情報を提供するととも
に、ネイルの魅力を広く社会にアピールする。

全国のネイル業関連社（者）が自ら進んで入会する価値ある特典を有する協会
の各地区における普及活動を統括する。

正しいネイル技術と学術的知識を確立し普及するために、ネイリスト教育に必要
な研究・開発及び、実行プロデュースする。

協会の技術教育普及活動＜イベント・コンテスト・セミナー等＞の誇りある実行
責任集団である講師会を管理し、ネイルの健全な普及と発展に努める。

委 員 会 任　　務
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JNAプロダクツ企業JNA認定講師

協会法人正会員資格を有し、ネイル関連商材の製造・輸入・販売を営
んでいて、協会の主旨に賛同し、活動・行事に協力できる企業です。

JNA認定ネイルサロン

高いレベルでお客さまに信頼していただける安全で安心なサロンの証
として、「認定ネイルサロン」制度を設けています。

［認定ネイルサロンの申請条件］
1　開設者（代表者）がＪＮＡ正会員（個人正会員または法人正会員）
2　JNAが定めた「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」の遵守
3　衛生管理責任者として「ネイルサロン衛生管理士」資格取得者を
　  1 店舗に 1名配置
4　「技術管理者」と「技術責任者」を 1店舗に 1名配置
5　法令の遵守（医師法、薬機法、特定商取引法、個人情報保護法 等）
6　賠償責任保険の加入

［認定ネイルサロンの特典］
信頼のマーク
「認定証」と「認定ステッカー」、「認定
ネイルサロン訴求ポスター」などが交
付され、安全・安心なサロンをアピー
ルできます。

各種セミナーなどを優待価格で受講
サロンスタッフの方は、JNAが行う技術セミナーなどに優待価格で参
加できます。

安心サポート＆トラブル対応
団体賠償保険に優待加入。
トラブルには顧問弁護士が相談に応じます。

JNAが強力 PR
広報活動、イベントなどの機会に JNAが認定ネイルサロンを強力に
PRしています。

JNA認定校

JNA本部認定校

“JNA認定校 ”とは、施設・カリキュ
ラム・教育者・学則等、ネイルを
教育する施設としての必須要件を
満たし、高度な知識と技術を持つ
プロネイリストを養成する教育施
設です。日本ネイリスト協会が定
めた基準をクリアした、高い水準
を持つ教育施設にのみ “ 認定校 ”
の証は与えられます。

［認定校の種別］
下記の区分で認定規準を設けています。

ネイル専門学科
JNA認定校規程の認定条件をすべて満たしたネイル専門教育に特化
する教育課程
理美容ネイル学科
厚生労働大臣指定理容師・美容師養成施設が行う、ネイル教育課程

理美容ネイル専攻学科
「理美容ネイル学科」設置の学校が、理容師・美容師養成教育以外の
設置学科で行うネイル教育課程

JNA認定校の中でも特にネイル教
育に関する長年の実績と高い水準
の教育を維持している教育施設を、
「JNA 本部認定校」として認定し
ています。

JNA認定講師は JNA講師会のメンバーとして高い志を持ち、ネイルの
普及と発展に努め、イベントの実行委員、検定試験の試験官、コンテ
ストの審査員、各セミナーの講師などを担当し、自らの意思により活
動しています。

JNA 認定プロダクツ企業

JNA 登録プロダクツ企業

）業企ツクダロプ（ 員会正人法 ANJ
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 ラルジュネイルスクール
〒 部業事ルイネ興東）株（ 01-71-2町野笹市かなちたひ県城茨 8100-213
TEL.029-212-5519    FAX.029-212-5539

Iris ネイルスクール ネイルアトリエ
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-14-9 ΣBOX
TEL.029-846-1317

ネイルスクールPark Nails J
〒310-0903 茨城県水戸市堀町2334-28
TEL.029-291-3880    FAX.029-291-3881

 M-NAiLS BEAUTY COLLEGE
〒326-0823 栃木県足利市朝倉町591-1-3F
TEL.0284-73-4711    FAX.0284-73-4717

国際ファッションビューティ専門学校
〒320-0804 栃木県宇都宮市二荒町6-6
TEL.028-614-2336    FAX.028-614-2452

ネイルスクールクイール 宇都宮校
〒321-0967 栃木県宇都宮市錦2-4-1 ファミリオNAKAHARA1F
TEL.028-627-0916    FAX.028-627-0916

ヒューマンアカデミー 宇都宮校
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り2-2-3 明治安田生命黒崎ビル1F
TEL.028-610-5505    FAX.028-638-6303

EMYRIA NAIL ACADEMY
〒372-0042 群馬県伊勢崎市中央町10-1
TEL.0270-21-7331    FAX.0270-21-7331

ネイルスクール・ストロベリーネイルズ
〒371-0024 群馬県前橋市表町2-10-19 前橋表町ビル4F
TEL.027-212-3330    FAX.027-210-5506

ブリエネイルスクール
〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町1510-1 T&MA区画
TEL.0270-21-7223    FAX.0270-21-7223

MijU ネイルスクール
〒370-0827 群馬県高崎市鞘町86 タイムズビル2F
TEL.027-386-5678    FAX.027-386-5678

ROSEネイルスクール
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-7 AOYAMA808ビル2・3F
TEL.048-645-4502    FAX.048-783-2910

AFLOAT Nail School 大宮校
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-8-3 阪デンタルビル3F
TEL.048-657-6551  FAX.048-657-6552

ヒューマンアカデミー 大宮校
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル24F
TEL.048-647-6251  FAX.048-647-5991

ネイルカレッジ peach pot
〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル3F
TEL.048-2991-3055 

トータルネイルアカデミー 浦和校
〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-33-1 桜新ビル301
TEL.03-6659-2345    FAX.03-6659-2346

cranberry nail ネイルスクール
〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町10-15 明光ビル5F
TEL.080-1178-1713

カルフールネイルカレッジ
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町857-1
TEL.048-969-4514    FAX.048-696-4534

NAIL55スクール
〒366-0031 埼玉県深谷市国済寺町24-9 
TEL.048-575-5008    FAX.048-575-5008

ネイルスクールHoney nail bee 深谷店
〒366-0824 埼玉県深谷市西島町1-6-46 Y's Precious Ⅲ -101
TEL.048-579-5687    FAX.048-579-5687

Nail 彩 -aya-
〒350-0046 埼玉県川越市菅原町20-23 都築第一ビル301
TEL.049-272-7698

 タキガワネイルアカデミー
〒111-8511 東京都台東区三筋2-23-6 滝川第二本社ビル8F
TEL.03-5821-0386    FAX.03-5821-0225

 マリアールネイルアーティスト学院 大通校
〒060-0062 札幌市中央区南2条西1-6-7 マリアールビル2･3F
TEL.011-223-5050    FAX.011-223-2424

 ラ・ミューズネイルアカデミー
〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西2 NCホクセンブロックビル2F
TEL.011-261-5722    FAX.011-281-2332

 COCO・ネイルアーティスト・スクール
〒007-0835 北海道札幌市東区北三十五条東17-1-16
TEL.011-789-5105    FAX.011-789-6271

 プティスーザネイルスクール 札幌校
〒069-0842 北海道江別市大麻沢町25-6
TEL.011-272-4177    FAX.011-272-4177

LOGIC NAIL ACADEMY
〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西2-6 KT三条ビル1F
TEL.011-271-8870    FAX.011-271-8871

札幌ブライダル＆ホテル観光専門学校
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西9-1-11 
TEL.011-232-3334    FAX.011-232-3390

10NAILS
〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西3丁目 パレードビル6F
TEL.011-522-9558    FAX.011-522-9558

エイチツーネイルアーティスト学院
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西2-1 アストリアサッポロ9F
TEL.011-807-7687  FAX.011-807-7687

ROSSO Beauty Nail School
〒085-0824 北海道釧路市柏木町1-16-2F
TEL.0154-42-5152    FAX.0154-42-5152

ヒューマンアカデミー 札幌校
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西2-1 NC北専北三条ビル5F
TEL.011-222-7424    FAX.011-222-1197

Pastime Nail's ネイルスクール
〒080-2471 北海道帯広市西二十一条南5-27-1
TEL.0155-34-8077    FAX.0155-36-6040

Nail School Gran CLURER
〒038-0042 青森県青森市石江5-4-2 フラシオン1F
TEL.017-752-0417    FAX.017-752-0617

 ヴィヴィアンネイルスクール
〒982-0242 宮城県仙台市太白区秋保町境野字羽山19-3
TEL.022-398-7043    FAX.022-398-7041

ネイルスクール ローズデール
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-8-33
TEL.022-716-5708    FAX.022-716-5708

クリスタルネイルスクール
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-3 KIビル 4F
TEL.022-716-6833    FAX.022-716-6833

ヒューマンアカデミー 仙台校
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-1-22 エキニア青葉通りビル7F
TEL.022-262-5656    FAX.022-262-6838

ネイルアカデミードゥマルシェ
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-17-2 ラ・セーヌビル４階
TEL.022-290-1364    FAX.022-290-1374

秋田ビューティアカデミー
〒010-0001 秋田県秋田市中通6-1-65 PPビル2F
TEL.018-834-5151    FAX.018-853-4433

ルミエールネイルアカデミー
〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-17-7 今泉第2ビル301
TEL.024-935-1234    FAX.024-953-5231

MARIE BEAUTY COLLEGE Iwaki
〒970-8026 福島県いわき市平宇田町120 LATOV3F-301
TEL.0246-24-8080    FAX.0246-24-8080

 NSJネイルアカデミー
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル2号館321
TEL.03-3476-5591    FAX.03-3476-5599

 木下ユミ・メークアップ＆ネイルアトリエ
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-15 G-FRONT青山Bld. 4F
TEL.03-3796-8675    FAX.03-5410-5082

 ネイルズユニークカレッジ 東京銀座校
〒104-0061 東京都中央区銀座3-5-7 マツザワビル5F
TEL.03-3538-3286    FAX.03-3538-3287

 アメリカンネイルアカデミー 新宿校
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル2F
TEL.03-3205-1252    FAX.03-3205-3424

 ネイルスクールスタジオサンクチュアリ
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-56-10 総榮ビル1010
TEL.03-6383-4964    FAX.03-6383-4528

 エンパイア・ニューヨーク・ネイルスクール東京
〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-5 銀座中央通りビル3F
TEL.03-5159-7377    FAX.03-5159-7378

 ネイルスクール tricia
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-1-6 IL PALAZZINO表参道3F
TEL.03-6419-7314    FAX.03-6419-7313

 黒崎えり子ネイルビューティカレッジ 表参道校
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-1-3 omotesando keyaki bldg5F
TEL.03-3409-2211    FAX.03-3409-7799

 AFLOAT Nail School 町田校
〒194-0022 東京都町田市森野1-36-9 町田森野一丁目ビル6F
TEL.042-709-0321    FAX.042-709-0322

トータルネイルアカデミー 本校
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル6F
TEL.03-6659-2345    FAX.03-6659-2346

ネイルクイック・ネイル・トレーニングセンター
〒150-00422 東京都渋谷区宇田川町25-4-4F
TEL.03-5784-5862    FAX.03-5784-5862

ネイルアカデミーバランス 渋谷校
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-1 ShibuyaINCS-5A
TEL.03-5457-2339  FAX.03-5457-2338

BLEAネイルスクール
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-3 アイビスビル1F
TEL.03-5468-0720  FAX.03-5468-0713

AFLOAT Nail School 東京新宿校
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿752ビル2F
TEL.03-5332-5005    FAX.03-5909-1009

ヴィーナスネイルアカデミー
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-3-4
TEL.03-5720-6631    FAX.03-3791-7181

高野尚子インテグレイティッドネイルカレッジ
〒150-0011 東京都渋谷区東3-24-4 高間ビル2F
TEL.03-5485-7095    FAX.03-5485-7096

Future Nail School
〒107-0062 東京都港区南青山6-11-3 南青山三樹ビル7F
TEL.03-6427-3030    FAX.03-6427-1105

プレミア・ビューティ・アカデミー
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-22-22 シフォンコート自由ヶ丘
TEL.03-6421-4333    FAX.03-5731-1188

CARRIERE Nail College 新宿校
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿752ビル2F
TEL.0120-633-899    FAX.03-5925-0523

エスネイルアカデミー
〒107-0062 東京都港区南青山6-12-4 三越南青山ハウス903
TEL.03-5766-7785    FAX.03-5766-7782

ネイルスクールαBasic
〒194-0013 東京都町田市原町田3-2-7 岸間ビル2F
TEL.042-785-5541    FAX.042-785-4481

ジーン ラ ポートネイルスクール
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-3-9 TBC麻布302
TEL.03-3568-2577    FAX.03-3568-0789

日本ネイリスト協会認定校
ネイル専門学科
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日本ネイリスト協会認定校　
■ ネイル専門学科　　　　協会指定の1級対応カリキュラムを有し、JNA本部認定講師が所属。
■ 理美容ネイル学科　　　協会指定の3級対応カリキュラムを有し、理容師・美容師・協会認定資格者が所属。
■ 理美容ネイル専攻学科　協会指定の1級対応カリキュラムを有し、JNA認定講師が所属。

JNA本部認定校マーク

■ 本部認定校　 JNA認定校の中から、特にネイル教育に関する長年の実績と高い水準の教育を維持し
ている教育施設が「JNA本部認定校」です。

　※学校名の前の　  は「JNA本部認定校」を示しています。
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ヒューマンアカデミー新宿本校
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル8F
TEL.03-6893-1540  FAX.03-5348-2038

クチュリエールネイルビューティーカレッジ
〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-2 銀座 2112ビル4F
TEL.03-6278-7144    FAX.03-3542-3700

Cin-Cia Nail academy
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2ドルミ代々木1205
TEL.03-4500-2004    FAX.03-3568-4454

TKヘアメイク＆ネイルスクール
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-16-8 ﾋﾞｼﾞﾈｽ VIP 道玄坂坂本ビル3F
TEL.03-5728-4061    FAX.03-5728-4340

ヒューマンアカデミー銀座校
〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-4 竹中銀座ビル4階
TEL.03-3561-0055   FAX.03-3561-0044

タカラ・インターナショナルネイルカレッジ東京校
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F
TEL.03-3299-3078    FAX.03-3299-5898

バンタンデザイン研究所
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-3-4
TEL.03-5456-8630   FAX.03-5456-8633

ヒューマンアカデミー 立川校
〒190-0012 東京都立川市曙町2-10-1 ふどうやビル5F.8F
TEL.042-540-1836    FAX.042-540-1838

Araネイルスクール
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-1-9 中島ビル5F
TEL.042-512-9102    FAX.042-512-9103

アミューズネイルスクール
〒101-0061 東京都千代田区三崎町1-4-8 愛光舎ビル7F
TEL.03-3811-7407

東京ネイル学院
〒104-0061 東京都中央区銀座2-4-2 誠佳ビル7F
TEL.03-3562-3778   FAX.03-3564-5567

ネイルカレッジナチュレ
〒192-0081 東京都八王子市横山町11-7 大浜ビル301
TEL.042-649-8634    FAX.042-649-8634

ナリスビューティクリエーションカレッジプリダージ 東京研修センター校
〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル4F
TEL.03-3566-3030    FAX.03-3566-3035

NAIL DESIGN COLLEGE
〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-6-1 永谷サンプラザ603
TEL.0422-20-6620    FAX.0422-20-6620

rire nail school
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木1205
TEL.03-6276-1907    FAX.03-6276-1907

ネイルスクールローズローズ
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-10 ソシアル自由が丘3階
TEL.03-3722-4133    FAX.03-3722-4133

CARRIERE Nail College立川校
〒190-0012 東京都立川市曙町2-9-8 大黒屋ビルディング6F
TEL.03-5925-0522    FAX.03-5925-0523

Nail School syl・van
〒206-0033 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル8F
TEL.042-400-6607    FAX.042-400-6607

NAIL SCHOOL VANILLA
〒120-0005 東京都足立区綾瀬4-7-8 吉田ビル201
TEL.03-5613-8228    FAX.03-5613-8228

maiya nail academy
〒135-0048 東京都江東区門前仲町1-4-3 エンゼンビル5階
TEL.03-3642-7417    FAX.03-3642-7417

森絵里香ビューティーカレッジ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-9-403 
TEL.03-6804-3896    FAX.03-5474-7950

岩井智栄 Nail College
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-18-11 サンクレスト原宿205
TEL.03-5474-1776    FAX.03-5474-1776

フェリスネイルスクール東京校
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源共同ビル101
TEL.03-5989-1467    FAX.03-5989-1566

NAIL SCHOOL & SALON RAFFINE
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-1 銀座参番館ビル3F
TEL.03-6278-7088

ナイスネイルスクール 池袋校
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 第一真下ビル8F
TEL.03-5950-7878    FAX.03-5957-3355

CLASTYLE 渋谷本校
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-4 渋谷百瀬ビル4F
TEL.03-6418-6209    FAX.03-6419-9961

ネイルスクール JUNFLOWER
〒105-0004 東京都港区新橋5-31-6 第 2和ビル3F
TEL.03-6809-2610    FAX.03-6809-2310

U3 Nail School 池袋校
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-18-23 ルックハイツ池袋A棟1002
TEL.03-5927-1773    FAX.03-5955-5333

 ネイルスクールティアラリュクス 本八幡校
〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-1-13 本八幡DAIKICHIビル3F
TEL.047-704-9900    FAX.047-704-9905

AFLOAT Nail School 千葉校
〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町7-16 フォントビル6F
TEL.043-242-3871    FAX.043-242-3872

ヒューマンアカデミー 千葉校
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル3F
TEL.043-382-0315    FAX.043-224-6560

ネイルスクールティアラリュクス 成田校
〒286-0201 千葉県富里市日吉台1-23-12 ティアラビル2F
TEL.0476-93-0944    FAX.0476-93-0944

ヒューマンアカデミー 柏校
〒277-0005 千葉県柏市柏4-5-10 サンプラザビル6階
TEL.04-7165-1644    FAX.04-7167-5744

ネイルスクールティアラリュクス 稲毛海岸校
〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-9 高洲グリーンビル4F
TEL.043-277-3388    FAX.043-277-3388

Pink Clover ネイルスクール
〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-16-12 宇田川ビル2F
TEL.047-702-5180    FAX.047-702-5180

Nail Harpist ネイルスクール
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-21 天沼コーポ501
TEL.047-430-3211    FAX.047-430-3211

 ネイルファクトリー
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町204-1 ストロングビル2F
TEL.045-662-1000    FAX.045-662-1001

ネイルズユニークカレッジ 横浜校
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-13 エストビル7階
TEL.045-451-1291    FAX.045-444-1057

Polka Dot Nailist Club
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-22 エクセレントプラザ1001
TEL.045-475-1990    FAX.045-475-1989

CARRIERE Nail College横浜校
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-17-8 翠雲堂横浜ビル5F
TEL.045-322-6371    FAX.045-322-6372

ヒューマンアカデミー 横浜校
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル9F
TEL.045-313-1670    FAX.045-313-1674

Awesome Blossom Nail School
〒253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2-1-39 T'sコート103
TEL.0467-85-3765    FAX.0467-85-3765

Nail School Nail Museum
〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-5-5 Rete Tamaplaza802
TEL.045-532-5171    FAX.045-532-5171

AFLOAT Nail School 横浜校
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-17-8 翠雲堂横浜ビル5F
TEL.045-322-6371    FAX.045-322-6372

ハレアネイルスクール
〒242-0021 神奈川県大和市中央4-1-3 宮村ビル2F
TEL.046-261-2840    FAX.046-261-2840

Luce Nail School
〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町2-4 清水ビル5F
TEL.046-876-5125

AOBビューティクリエイト専門学校
〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町2950
TEL.0551-36-6501    FAX.0551-36-6502

フィーネヴァレンテネイルカレッジ
〒400-0117 山梨県甲斐市西八幡4040-9
TEL.055-269-8474    FAX.055-269-8474

ネイルスクールラ・ルーン
〒400-0043 山梨県甲府市国母1-17-27 ASTストリートビル2F-6
TEL.055-228-8587    FAX.055-228-8587

専門学校 未来ビジネスカレッジ
〒390-0841 長野県松本市渚2-8-5
TEL.0263-26-5500    FAX.0263-25-5005

ネイルスクールHappy
〒399-0036 長野県松本市村井町南4-21-3 信光ビル2F
TEL.0263-85-6114    FAX.0263-85-6114

ネイルスクール輝 佐久平校
〒385-0027 長野県佐久市佐久平駅北23-1 Sweet Hills 2F
TEL.0267-66-0022    FAX.0267-66-0033

feline ネイルスクール
〒389-0517 長野県東御市県536-19
TEL.0268-75-5610    FAX.0268-75-5610

ネイルスクールGRANDUCE
〒380-0822 長野県長野市南千歳町849-4 エクセレントビル3F
TEL.026-217-8877    FAX.026-217-8877

ヒューマンアカデミー 新潟校
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代4-1-11 太陽生命新潟ビル6階
TEL.025-290-5771    FAX.025-227-5601

WILL Nail School
〒950-0946 新潟県新潟市中央区女池西1-1-55 女池フジビル1F
TEL.025-250-7829    FAX.025-250-7855

Nail School Luxe
〒959-1232 新潟県燕市井土巻2-1 ジョインズビル2F
TEL.0256-63-4283

A-Nail School@TOMOE KITAMURA
〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1
TEL.025-282-5425    FAX.025-250-6566

Nailsdoor-School
〒943-0173 新潟県上越市富岡3458 ACORE1F
TEL.0120-993-176    FAX.050-3153-3928

 ビューティーネイルカレッジ Tete
〒939-8073 富山県富山市大町12-2
TEL.076-464-5131    FAX.076-464-5758

ユーネイリスト・カレッジ 富山校
〒930-0077 富山県富山市磯部町3-8-12 香和ビル201
TEL.076-493-0480    FAX.076-493-0480

シーズネイルスクール
〒930-0044 富山県富山市中央通り2-3-39 中教院モルティ1F
TEL.076-423-8281    FAX.076-423-8281

 ユーネイリスト・カレッジ金沢校
〒920-0912 石川県金沢市大手町6-3 大手町第一ビル1F
TEL.076-234-0122    FAX.076-234-0122

 ネイルベスト アートスタジオ
〒921-8155 石川県金沢市高尾台4-169-1 
TEL.076-259-0069    FAX.076-203-0182

金沢ウエディング・ビューティー専門学校
〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-15
TEL.076-221-5757    FAX.076-221-6078

m's nail school
〒910-0005 福井県福井市大手2-2-15 HASⅡビル2F
TEL.0776-60-2929    FAX.0776-60-2929

おしろいやネイルズスクール
〒918-8012 福井県福井市花堂北1-2-27-2F
TEL.0776-35-5717    FAX.0776-35-5717

 トータルビューティーK's Art ネイルスクール 静岡校
〒420-0035 静岡県静岡市葵区七間町10-12 ワイシーシービル2･3F
TEL.054-272-6067    FAX.054-272-6333

 NAILX‐ネイルスクール 浜松校
〒430-0927 静岡県浜松市中区旭町10-1 はつせビル2F・3F
TEL.053-453-7811    FAX.053-453-7822

 ツインズキュアネイルスクール
〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川3-1-1 第一芙蓉ビル1F
TEL.054-283-0771    FAX.054-283-0771

ネイルワンアカデミー
〒410-0056 静岡県沼津市高島町3-8-2F
TEL.055-926-8886    FAX.055-926-8886

ヒューマンアカデミー 静岡駅前校
〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町11-4 太陽生命静岡ビル5F
TEL.054-252-1002    FAX.054-252-2303
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〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-12-16 ルグラン心斎橋ビル7F
TEL.06-4704-4928    FAX.06-4704-4379

レボルデネイルスクール
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-10 新三宝ビル302号室
TEL.06-6305-0022    FAX.06-6305-0022

Cherie Nail academy
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-5-8-2F
TEL.0120-221-176    FAX.06-6373-2901

SyiSyu Nail School
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル401
TEL.06-6372-2580    FAX.06-6372-2581

タカラインターナショナルネイルカレッジ 大阪校
〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-13-22
TEL.06-6212-3637    FAX.06-6212-3699

ナリスビューティクリエーションカレッジプリダージ 大阪研修センター校
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-5 御堂筋ビル11F
TEL.06-6458-5851    FAX.06-6458-1388

ヒューマンアカデミー 大阪梅田校
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル10F
TEL.06-7669-8484    FAX.06-7669-8488

Nail School 美爪 ～みつめ～
〒596-0823 大阪府岸和田市下松町1-3-16
TEL.072-457-7688    FAX.072-457-6626

MARIE BEAUTY COLLEGE Osaka
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋6階A号室
TEL.06-6567-8228    FAX.06-7635-8276

K-twoメイク&ネイルスクール 心斎橋校
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル3F
TEL.06-6245-3448    FAX.06-6245-3441

nail school Marie Laure
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-6-4 三休橋平野ビル4F
TEL.06-6208-2788    FAX.06-6208-2788

ヒューマンアカデミー 天王寺校
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス9F
TEL.06-6645-4024    FAX.06-6645-1688

ヒューマンアカデミー 心斎橋校
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-2 ヒューリック心斎橋ビル9F
TEL.06-6282-6222    FAX.06-6282-6223

ヴィーナスアカデミー 大阪校
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-12
TEL.06-6734-3937    FAX.03-6214-1063

ガーデンネイルアイラッシュスクール
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-12-24
TEL.06-6244-2388    FAX.06-6244-2389

フェリスネイルスクール 心斎橋校
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋3FB･C号
TEL.06-4708-4845    FAX.06-4708-4891

AFLOAT Nail School 大阪校
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F
TEL.06-6809-7628    FAX.06-6809-7638

Atelier Mieux ネイルスクール
〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町7-8 コスミティⅢ高槻601
TEL.072-655-6585    FAX.072-655-6585

ネイルスクールアンジェラ
〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービルサウスコア21-505号
TEL.072-464-2332    FAX.072-464-2332

ナイスネイルスクール 心斎橋校
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-21 心斎橋プラザビル新館9F
TEL.06-6243-1115    FAX.06-6243-1119

CARRIERE Nail College大阪校
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-8 三共梅田ビル3F
TEL.06-6809-7628    FAX.06-6809-7638

CLASTYLE 大阪本校
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-14-1 南船場BRICK302
TEL.06-7220-4366    FAX.06-7220-4365

Pure Nail Beauty Academy
〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル5F
TEL.06-6362-2242    FAX.06-6362-7243

 ネイルズユニークカレッジ神戸本校
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5-2-10
TEL.078-291-5705    FAX.078-291-5706

ヒューマンアカデミー 浜松駅前校
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町140 浜松Cビル602、603
TEL.053-451-2500    FAX.053-451-2505

Hisui ネイルスクール
〒416-0907 静岡県富士市中島209-1 Hisui 館
TEL.0545-60-0033    FAX.0545-60-0033

静岡ネイルスクール・グロスレジーナ
〒437-0024 静岡県袋井市三門町1-1 駅前オークビル1‐A1
TEL.0538-42-2959    FAX.0538-42-2959

Nail School JuJu
〒417-0052 静岡県富士市中央町3-8-9
TEL.0545-32-6555    FAX.0545-32-6555

COLOR'S NAIL 三島校
〒411-0033 静岡県三島市文教町1-5-33 石井ビル2F
TEL.055-989-6188    FAX.055-989-6188

 NAILX‐ネイルスクール 名古屋校
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-16-19 NAILX6F
TEL.052-263-6089    FAX.052-961-6092

 オーシャンネイルカレッジ
〒460-0008愛知県名古屋市中区栄4-16-17 フィーブルサカエ2F
TEL.052-251-3878    FAX.052-252-0236

 黒崎えり子ネイルビューティカレッジ 名古屋校
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第 3堀内ビル12F
TEL.052-587-2131    FAX.052-587-2132

 ピュアネイルカレッジ
〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通5-113 オークラビル3F301
TEL.052-782-8205    FAX.052-782-8204

 Varie nail school
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-8 モリダイヤハイツ栄203
TEL.052-263-0038    FAX.052-252-7579

 エレガンスネイルスクール
〒444-2148 愛知県岡崎市仁木町東郷35-2
TEL.0564-66-8225    FAX.0564-66-8226

名古屋文化短期大学
〒461-8610 愛知県名古屋市東区葵1-17-8
TEL.052-931-7112    FAX.052-931-7117

ネイルスクール オレンジスティック
〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町2-8-24 玉屋店舗1F
TEL.0532-52-5570    FAX.0532-52-5570

ネイルズユニークカレッジ 名古屋校
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-27 富士サカエビル5F
TEL.052-262-6616    FAX.052-262-6626

ヒューマンアカデミー 名古屋駅前校
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 名古屋駅前桜通ビル10F
TEL.052-561-2388    FAX.052-561-2320

K-twoメイク＆ネイルスクール 名古屋校
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-27-5 栄 SENTビル8F
TEL.052-238-0701    FAX.052-238-0704

ハピネスネイルスクール
〒475-0862 愛知県半田市住吉町1-32
TEL.0569-23-2820    FAX.0569-23-2820

AFLOAT Nail School 名古屋校
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-7 大河内ビル9F
TEL.052-249-5117    FAX.052-249-5118

NAILS GARDEN ACADEMY
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-12 ラフォーリア3B
TEL.052-265-7715    FAX.052-265-7715

Nail Academy Allure
〒491-0005 愛知県一宮市西大海道東光寺26-2
TEL.0586-64-9711    FAX.0586-64-9733

S.py NAIL SCHOOL
〒509-0214 岐阜県可児市広見851-1
TEL.0574-60-1190    FAX.0574-60-1191

スウィートネイルズビューティカレッジ
〒504-0916 岐阜県各務原市那加楠町105-1
TEL.058-372-0216    FAX.058-372-0216

ネイルサロン＆スクール ノエル
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町3-17 土田ビル1F
TEL.058-262-3503    FAX.058-262-3503

Be creation NAIL ACADEMY 津校
〒514-0005 三重県津市鳥居町272 ウチダビル2F
TEL.059-223-1434    FAX.059-223-1434

キュアネ・ネイルアーティスト・スクール
〒649-6211 和歌山県岩出市東坂本236-1 
TEL.0736-61-0092    FAX.0736-62-4426

 ネイルスクール マーノコローレ 京都校
〒600-8173 京都府京都市下京区仏具屋町不明門通六条下る 175-2丹羽ビル2F
TEL.075-344-6330    FAX.075-344-6330

YIC京都ビューティ専門学校
〒600-8236 京都府京都市下京区西油小路通塩小路 下る西油小路町27
TEL.075-371-4100    FAX.075-343-3821

アリュームネイルスクール
〒603-8053 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町1 セレス北山102
TEL.075-702-2255    FAX.075-702-2255

NailSchool 沙羅
〒605-0829 京都府京都市東山区月見町8 KSビル3F
TEL.075-525-0085    FAX.075-525-0085

ヒューマンアカデミー 京都校
〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦浩二上ル 手洗水町670京都ﾌｸﾄｸﾋﾞﾙ 3階
TEL.075-253-2834    FAX.075-253-2843

サンミーゴネイルスクール 京都校
〒604-8041 京都府京都市中京区裏寺町598 OKIビル5F
TEL.075-255-2338    FAX.075-708-2144

京都医健専門学校
〒604-8203 京都府京都市中京区衣棚町51-2
TEL.075-257-6508    FAX.075-257-6496

ATnailSchool
〒 602-8173 京都府京都市上京区出水通智恵光院東入る 金馬場町163-7-2F
TEL.075-842-9070    FAX.075-842-9070

 ヒサコヤマサキ・ネイルスクール
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21 明大ビル4F
TEL.06-6359-5747    FAX.06-6359-2919

 ライフビューティーネイルアカデミー
〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18 四ツ橋イーストビル3F
TEL.06-6536-7270    FAX.06-6536-7271

 ネイルズユニークカレッジ 大阪梅田校
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル3F
TEL.06-6376-2777    FAX.06-6376-2778

 ネイルスクール ミンツ
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-17 心斎橋エンシンビル3F
TEL.06-4704-5111    FAX.06-4704-5222

 NAILS GOOWテクニカルカレッジ
〒569-0803 大阪府高槻市高槻町20-11 高槻センター街中央
TEL.072-682-1490    FAX.072-682-1499

 タイムズスクエア ネイルスクール
〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-6-21 GUILDビル10F
TEL.06-6344-7258    FAX.06-6344-7258

 K-two メイク＆ネイルスクール 大阪本校
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル9F
TEL.06-6292-3322    FAX.06-6292-3332

 ネイルズ メイクボックス
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-10-10 芝田グランドビル9F
TEL.06-6292-5511    FAX.06-6292-5511

 有吉ひとみネイルアカデミー 大阪校
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-26 アバンダント堂島305
TEL.06-6344-2242    FAX.06-6344-2242

関西ビューティプロ専門学校
〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2-17
TEL.06-6942-6220    FAX.06-6942-6008

堺女子短期大学
〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町1-2-20
TEL.072-227-8814    FAX.072-227-4187

ネイルアカデミーバランス 大阪校
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-2 ユリビル新大阪2F
TEL.0120-137-720    FAX.06-6350-0333

Nail MIYAKO スクール
〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町1-2 東天川ビル201
TEL.06-4304-0386    FAX.06-4304-0386

Nail School Coffret
〒537-0012 大阪府大阪市東成区大今里3-15-21
TEL.06-6981-5948    FAX.06-6981-9542

サンミーゴネイルスクール 江坂校
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-35 コーポ江坂ビル2F
TEL.06-6193-2121    FAX.06-6192-3232
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Nail Salon & School LUCIR
〒683-0852 鳥取県米子市河崎3309-84
TEL.0859-21-1780    FAX.0859-21-1780

 プティスーザネイルスクール 岡山本校
〒700-0822 岡山県岡山市北区表町3-19-15 NYビル1F
TEL.086-223-1678    FAX.086-223-1678

 ビ・ファセットネイルスクール
〒710-0003 岡山県倉敷市平田659-4
TEL.086-430-3677    FAX.086-430-3678

 アンビエントネイルスクール
〒700-0904 岡山県岡山市柳町2-11-20 ダイトクビル8階北
TEL.086-222-1120    FAX.086-222-1120

岡山プロフェッショナル・ビューティ専門学校
〒700-0052 岡山県岡山市北区下伊福2-6-4
TEL.086-214-3881    FAX.086-214-3882

Bonネイルスクール
〒710-0833 岡山県倉敷市西中新田632-1 きくやビル3F-303
TEL.086-436-7790    FAX.086-436-7790

ヒューマンアカデミー 岡山校
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル15F
TEL.086-225-9115    FAX.086-221-9648

ヴィーナスネイルビューティーカレッジ
〒780-0841 高知県高知市帯屋町1-10-12 竹屋ビル3F
TEL.088-875-5377    FAX.088-875-5377

 プティスーザネイルスクール 徳島校
〒770-0861 徳島県徳島市住吉5-1-52
TEL.088-623-8138    FAX.088-623-8138

Nail-therapy and School CHAKRA
〒770-0811 徳島県徳島市東吉野町2-14-9 尾形ビル2F
TEL.088-678-5829    FAX.088-678-7779

BirthDay BirthDay【Japan Beauty School】
〒771-1211 徳島県板野郡藍住町徳命元村156-10-1F
TEL.088-677-9321    FAX.088-677-9322

カールズネイルビューティースクール
〒761-8075 香川県高松市多肥下町1551-12-2F
TEL.087-814-4888    FAX.087-814-4888

ヒューマンアカデミー 高松校
〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー15F
TEL.087-811-2050    FAX.087-823-5277

専門学校松山ビジネスカレッジ クリエイティブ校
〒790-0001 愛媛県松山市一番町1-4-1
TEL.089-931-1420    FAX.089-931-2015

ソピーロネイルアカデミー
〒790-0062 愛媛県松山市南江戸4-6-30
TEL.089-911-0818    FAX.089-948-4988

 ネイルズユニークカレッジ 福岡校
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-6-11 シンコウビル6F
TEL.093-522-1531    FAX.093-522-1532

Nail School REE CHERIE
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-16 宮田ビル301
TEL.092-731-3200    FAX.092-731-3209

 エリカネイリスト養成スクール 本校
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-4-5 デイトンビル2F
TEL.092-714-7772    FAX.092-714-7718

アンジュネイルスクール
〒803-0818 福岡県北九州市小倉北区竪町1-6-17 富士ビル301号
TEL.093-562-2242    FAX.093-531-5559

ルクソーネイルビジネスカレッジ
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-5-8 ベルコモンズ博多6F
TEL.092-473-1288    FAX.092-473-1290

ヒューマンアカデミー 福岡校
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-13 天神MMTビル8・5F
TEL.092-721-9661    FAX.092-721-9665

ネイルスクールCeCe
〒802-0085 福岡県北九州市小倉北区吉野町10-19 パークプラザ三萩野2階
TEL.093-647-5224    FAX.093-647-5224

Nails Ray プロフェッショナルスクール
〒819-0015 福岡県福岡市西区愛宕3-1-1
TEL.092-885-0026    FAX.092-885-0026

クリスタルネイルスクール 福岡天神校
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-14 天神シティビル5F
TEL.092-713-9555    FAX.092-713-9550

 NTGネイルズアカデミー
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール2F
TEL.06-6423-9188    FAX.06-6423-9198

 ネイルスクール プリューボウ
〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町5-17 だんビル202号室
TEL.0797-38-3896    FAX.0797-38-3896

 ルシェルアイ ネイルスクール
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-9-15 東亜ビル802
TEL.078-331-2032    FAX.078-331-2032

Rjbネイルスクール
〒676-0803 兵庫県高砂市百合丘127-1
TEL.079-442-4552    FAX.079-442-4552

ジョエルネイルアカデミー
〒662-0834 兵庫県西宮市南昭和町2-30 山下ビル203
TEL.0798-65-3488    FAX.0798-65-3488

ヒューマンアカデミー 三宮校
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館5F
TEL.078-333-0791    FAX.078-333-8191

サンミーゴネイルスクール 神戸校
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3-12-16 ミワボシトアロードビル3F
TEL.078-321-5507    FAX.078-321-5508

ネイルスクールM's * Blossom
〒675-2302 兵庫県加西市北条町栗田2-2-201
TEL.0790-42-8119    FAX.0790-42-8119

Roseネイルスクール
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2-2-2 三宮鈴木ビル3F
TEL.078-231-5177    FAX.078-231-5177

Nail School Cheer
〒 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-8 アジアビルディング402
TEL.011-223-5050 FAX.011-223-2424

ヒューマンアカデミー 奈良西大寺校
〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺2階
TEL.0742-33-8000    FAX.0742-33-8037

Nomblic ネイルスクール
〒730-0029 広島県広島市中区三川町5-7 並木ツインビル5F
TEL.082-545-2236    FAX.082-545-2237

スクエア キレイ アカデミー
〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-5-18 IBAビル4F
TEL.082-247-8807    FAX.082-247-8807

Pur ネイルカレッジ
〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-4-3 大手町井上ビル4F
TEL.082-240-1717    FAX.082-240-1717

Nail School STQUE
〒730-0036 広島県広島市中区袋町2-13 ちけいビル4F
TEL.082-247-1460    FAX.082-247-1460

広島ビューティーアート専門学校
〒732-0821 広島県広島市南区大須賀町15-24 
TEL.082-568-6821    FAX.082-568-6826

ネイルカレッジVina
〒730-0033 広島県広島市中区堀川町5-6 満足屋ビル2F
TEL.082-246-8333    FAX.082-246-8334

ヒューマンアカデミー 広島校
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町8-18 広島日生みどりビル1F
TEL.082-212-4551    FAX.082-225-3851

ネイルスクールbibi
〒730-0021 広島県広島市中区胡町1-20 永井興産胡町ビル4F
TEL.082-243-5144    FAX.082-243-5144

Nail School EVICHU
〒737-0046 広島県呉市中通2-1-14 IWAMOTOビル1F
TEL.0823-22-3301    FAX.0823-22-3301

Reserve Nail
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2-16-32 ふたば 301
TEL.084-928-4571    FAX.084-928-4571

ネイルスクール創美苑
〒730-0044 広島県広島市中区宝町9-25 広島クリニックビル2F
TEL.082-248-3101    FAX.082-248-3102

フルールネイルスクール
〒690-0843 島根県松江市末次本町82-1
TEL.0852-22-1220    FAX.0852-22-1220

LONネイルアカデミー
〒682-0023 鳥取県倉吉市山根557-1 パープルタウン2F
TEL.0858-24-6065    FAX.0858-24-6065

安永ネイルスクール
〒845-0002 佐賀県小城市小城町畑田2626-1 安永トレーニングセンター
TEL.0952-73-2940    FAX.0952-73-2988

 ソレイユ・ローズ・ネイルアカデミー
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4-13 MK BLD 3F
TEL.096-351-0761    FAX.096-351-0760

 ネイルガーデンプロフェショナルスクール
〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町5-46 イーストンビル2F
TEL.096-323-0383    FAX.096-323-0383

ヒューマンアカデミー 熊本校
〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町2-18 通町ビル7F
TEL.096-356-2551    FAX.096-356-2559

ネイルスクールショコラ
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-10-35-1F
TEL.097-567-0296    FAX.097-567-0296

nail school T-NAIL
〒870-0021 大分県大分市府内町1-3-18 ポラリス府内502
TEL.097-585-5166    FAX.097-558-3911

ネイルカレッジBeans.b
〒880-0053 宮崎県宮崎市神宮2-2-92 くすの木ビル2F
TEL.0985-32-3226    FAX.0985-32-3226

Yuko Nails Beauty School
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東3-3-3 モコビル2F
TEL.0985-23-1220    FAX.0985-23-1220

Nail School L'allure
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東5-6-32 森山ビル1F
TEL.0985-86-8225    FAX.0985-86-8225

鹿児島キャリアデザイン専門学校
〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央2-4173
TEL.099-267-2411    FAX.099-260-1681

鹿児島ネイルカレッジ
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-7 井上ビル4F
TEL.099-216-3138    FAX.099-216-3139

鹿児島県ネイルラブプロフェッショナルアカデミー
〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町17-7 鹿児島県理容生活同業組合2F
TEL.099-226-3636    FAX.099-224-5132

ヒューマンアカデミー 鹿児島校
〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町17-3 太陽生命鹿児島第2ビル2F
TEL.099-225-8848    FAX.099-223-9300

 ネイルスクールYAMAUCHI
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-18-4 パレット牧志2F-A
TEL.098-867-2017    FAX.098-943-3619

ネイルスペシャリスト育成校ソワン
〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷1-9-5 カーサブライト104
TEL.098-989-0495    FAX.098-989-0495

Lien Nail Academy
〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山2-23-10-301
TEL.090-3070-9979
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 北海道美容専門学校
〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西10-1004-3
TEL.011-223-3100    FAX.011-223-3110

 札幌ベルエポック美容専門学校 ★
〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1-7-1
TEL.011-219-6272    FAX.011-219-6271

 札幌ビューティーアート専門学校 ★ 
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西8-11-1
TEL.011-232-3230    FAX.011-232-3250

北見美容専門学校
〒090-0066 北海道北見市花月町17-15
TEL.0157-24-3604    FAX.0157-24-8407

北海道理容美容専門学校
〒064-0802 北海道札幌市中央区南2条西20-1-1
TEL.011-641-0221    FAX.011-641-0223

 青森県ビューティー＆メディカル専門学校
〒038-0013 青森県青森市久須志1-45-2
TEL.017-776-3838    FAX.017-734-6809

 八戸理容美容専門学校
〒031-0802 青森県八戸市小中野3-5-1
TEL.0178-22-0553    FAX.0178-22-6995

北日本ヘア･スタイリストカレッジ
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-5-15
TEL.019-606-0081    FAX.019-606-0083

東北ヘアーモード学院
〒021-0864 岩手県一関市旭町5-14
TEL.0191-31-3300    FAX.0191-31-3309

盛岡ヘアメイク専門学校
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通12-31
TEL.019-653-4444    FAX.019-653-4464

岩手理容美容専門学校
〒025-0097 岩手県花巻市若葉町2-14-39
TEL.0198-23-4239    FAX.0198-23-7168

 仙台ビューティーアート専門学校 ★
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-8-25
TEL.022-292-3715    FAX.022-292-3716

 仙台ヘアメイク専門学校 ★
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-4-8
TEL.022-722-5780    FAX.022-722-5789

仙台理容美容専門学校
〒982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南2-18-1
TEL.022-304-2151    FAX.022-304-2153

SENDAI中央理容美容専門学校
〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東2-11-4
TEL.022-231-5678    FAX.022-232-3525

秋田ヘアビューティカレッジ
〒010-0001 秋田県秋田市中通6-18-13
TEL.018-833-2023    FAX.018-833-6052

秋田県理容美容専門学校
〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町4-53
TEL.018-833-6360    FAX.018-833-6358

 山形美容専門学校
〒990-0053 山形県山形市薬師町1-4-25
TEL.023-632-0167    FAX.023-625-1914

 国際ビューティファッション・製菓大学校 ★
〒963-8811 福島県郡山市方八町2-4-21
TEL.024-941-6550    FAX.024-941-6551

iwaki ヘアメイクアカデミー
〒970-8036 福島県いわき市平谷川瀬字明治町96-1
TEL.0246-25-4294    FAX.0246-68-6822

郡山ヘアメイクカレッジ
〒963-0108 福島県郡山市笹川3-53-1
TEL.024-937-0008    FAX.024-945-3867

専門学校水戸ビューティカレッジ ★
〒310-0812 茨城県水戸市浜田2-14-14
TEL.029-221-8724    FAX.029-221-8054

 足利デザイン・ビューティ専門学校
〒326-0822 栃木県足利市田中町914
TEL.0284-72-2981    FAX.0284-70-1981

宇都宮美容専門学校
〒321-0108 栃木県宇都宮市春日町16-4
TEL.028-658-2793    FAX.028-658-2954

国際テクニカル美容専門学校
〒323-0807 栃木県小山市城東1-6-33
TEL.0285-21-3991    FAX.0285-21-3994

栃木県美容専門学校
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-10-11
TEL.028-651-5210    FAX.028-634-9679

 群馬県美容専門学校 ★
〒371-0006 群馬県前橋市石関町136-1
TEL.027-230-2266    FAX.027-260-3188

専門学校トータルビューティカレッジ川越
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-9
TEL.049-247-7780    FAX.049-247-7780

埼玉県理容美容専門学校
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-4-24
TEL.048-822-1333    FAX.048-822-4086

大宮理容美容専門学校
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-92
TEL.048-631-3100    FAX.048-644-3020

大宮ビューティーアート専門学校 ★
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-3
TEL.048-658-0860    FAX.048-658-0851

 東京マックス美容専門学校
〒140-0014 東京都品川区大井1-48-11
TEL.03-3774-1551    FAX.03-3774-1666

 東京総合美容専門学校 ★
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-8-7
TEL.03-3987-2011    FAX.03-3971-2302

 国際文化理容美容専門学校 渋谷校
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町2-2
TEL.03-3461-6034    FAX.03-3461-6247

 日本美容専門学校 ★
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-21-12
TEL.03-3200-0813    FAX.03-3200-3040

 早稲田美容専門学校 ★
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-20-7
TEL.03-5291-7731    FAX.03-5291-7735

 国際文化理容美容専門学校 国分寺校
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-22-14
TEL.042-321-0002    FAX.042-323-0647

 ベルエポック美容専門学校 ★
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷3-57-6
TEL.03-3796-0881    FAX.03-3796-0885

 東京ビューティーアート専門学校 ★
〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8
TEL.03-5805-1251    FAX.03-5805-1253

 コーセー美容専門学校
〒114-0004 東京都北区堀船1-4-13
TEL.03-3919-1215    FAX.03-3919-1216

 窪田理容美容専門学校
〒164-8585 東京都中野区中野4-11-1
TEL.03-3386-6789    FAX.03-3386-1723

国際理容美容専門学校
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-17-12
TEL.03-3803-6696    FAX.03-3806-2084

ハリウッド美容専門学校 ★
〒106-8541 東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ
TEL.03-3408-5020    FAX.03-3423-6092

東京文化美容専門学校
〒133-0056 東京都江戸川区南小岩6-31-25
TEL.03-3673-5500    FAX.03-3673-5502

専門学校エビスビューティカレッジ
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-19-25
TEL.03-3441-5555    FAX.03-3441-1115

高山美容専門学校
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-31
TEL.03-3268-1341    FAX.03-3268-1344

東京ベルエポック美容専門学校 ★
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-24-16
TEL.03-5659-9090    FAX.03-5659-9091

真野美容専門学校 ★
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-5
TEL.03-3209-3811    FAX.03-3232-2853

山野美容芸術短期大学
〒192-0396 東京都八王子市鑓水530
TEL.042-677-0111    FAX.042-677-0234

資生堂美容技術専門学校 ★
〒173-0003 東京都板橋区加賀2-15-1
TEL.03-3962-2561    FAX.03-3579-5426

東京美容専門学校
〒161-8557 東京都新宿区下落合1-2-4
TEL.03-3360-6061    FAX.03-3360-4948

山野美容専門学校
〒151-8539 東京都渋谷区代々木1-53-1
TEL.03-3379-0111    FAX.03-3370-0008

住田美容専門学校
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-21-10
TEL.03-3409-6752    FAX.03-3400-0458

東京ビューティー＆ブライダル専門学校 ★
〒190-0012 東京都立川市曙町2-19-12
TEL.042-548-8400    FAX.042-548-8401

パリ総合美容専門学校 千葉校 ★
〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1-15-12
TEL.043-227-7446    FAX.043-225-9340

東洋理容美容専門学校
〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-17-12
TEL.043-241-5185    FAX.043-244-5358

ユニバーサルビューティーカレッジ
〒273-0005 千葉県船橋市本町3-5-3
TEL.047-422-4318    FAX.047-422-4328

パリ総合美容専門学校 柏校 ★
〒277-0005 千葉県柏市柏3-4-7
TEL.04-7165-8810    FAX.04-7167-8809

千葉ビューティーアート専門学校 ★
〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町8-16
TEL.043-202-3571    FAX.043-202-3572

アイエステティック専門学校 ★
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-14-3
TEL.043-242-0071    FAX.043-242-0470

 横浜 fカレッジ ★
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 
TEL.045-311-5561    FAX.045-311-5563

 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校 ★
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-19-6 
TEL.045-434-2846    FAX.045-434-2847

 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 ★
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-38-13 岩谷学園7号館 
TEL.045-290-7090    FAX.045-290-7091

関東美容専門学校
〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町15-5
TEL.044-244-5601    FAX.044-244-6062

国際総合ビューティーカレッジ
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-17
TEL.045-212-3208    FAX.045-662-1180

湘南ビューティーカレッジ
〒254-0042 神奈川県平塚市明石町24-3
TEL.0463-27-2105    FAX.0463-27-2180

専門学校カレッジオブキャリア 長野校
〒380-0928 長野県長野市若里4-5-45
TEL.026-225-1616    FAX.026-225-1620

 国際ビューティモード専門学校 ★
〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1-1-12 
TEL.025-240-8338    FAX.025-240-9239

 新潟理容美容専門学校
〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町2-14-3
TEL.025-266-1651    FAX.025-266-0225

長岡美容専門学校
〒940-0048 新潟県長岡市台町2-1-23
TEL.0258-38-6611    FAX.0258-84-7069
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クレアヘアモード専門学校
〒940-0064 新潟県長岡市殿町1-5-9
TEL.0258-37-3453    FAX.0258-36-8884

富山県理容美容専門学校
〒930-0804 富山県富山市下新町32-26
TEL.076-432-3037    FAX.076-432-3046

 石川県理容美容専門学校 ★
〒920-0861 石川県金沢市三社町11-23 
TEL.076-221-6371    FAX.076-221-6381

福井県理容美容専門学校
〒910-1142 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島34-3-2
TEL.0776-61-2441    FAX.0776-61-3212

タカヤマ アドバンスビューティー専門学校 ★
〒416-0909 静岡県富士市松岡字六軒屋1248
TEL.0545-61-0618    FAX.0545-67-8619

静岡県西部理容美容専門学校
〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江1-2-4
TEL.053-454-0105    FAX.053-464-0370

静岡新美容専門学校
〒438-0078 静岡県磐田市中泉1-1-1
TEL.0538-39-0001    FAX.0538-39-0100

静岡県美容専門学校
〒420-0823 静岡県静岡市葵区春日2-4-10
TEL.054-252-4848    FAX.054-252-6321

静岡県東部総合美容専門学校
〒411-0039 静岡県三島市寿町3-42
TEL.055-975-2236    FAX.055-975-2192

専門学校ルネサンス・デザインアカデミー ★
〒430-0943 静岡県浜松市中区北田町130-12
TEL.053-452-2121    FAX.053-455-2212

 中日美容専門学校 ★
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-47 
TEL.052-565-8601    FAX.052-565-8606

 名古屋ビューティーアート専門学校 ★
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-12-10 
TEL.052-541-3300    FAX.052-541-3600

専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ ★
〒440-0893 愛知県豊橋市札木町59
TEL.0532-52-1999    FAX.0532-52-2225

愛知美容専門学校 ★
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-16-2
TEL.052-262-0528    FAX.052-262-0532

 旭美容専門学校 ★
〒514-0008 三重県津市上浜町1-14 
TEL.059-228-2264    FAX.059-227-2611

ミエ・ヘア・アーティストアカデミー
〒510-0002 三重県四日市市羽津中2-5-19
TEL.059-330-2525    FAX.059-330-2526

伊勢理容美容専門学校
〒516-0076 三重県伊勢市八日市場町17-27
TEL.0596-25-5864    FAX.0596-23-5788

京都美容専門学校
〒602-8155 京都府京都市上京区千本丸太町下がる 二筋目東入る
TEL.075-841-0741    FAX.075-841-0766

京都理容美容専修学校
〒601-8212 京都府京都市南区久世上久世町404-2
TEL.075-803-5588    FAX.075-822-9663

 ECCアーティスト美容専門学校 ★
〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西2-6-11 
TEL.06-6373-1447    FAX.06-6375-0020

 大阪ベルェベル美容専門学校
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町5-10
TEL.06-6374-1162    FAX.06-6374-0314

 関西美容専門学校
〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2-17
TEL.06-6942-2467    FAX.06-6942-7728

 グラムール美容専門学校 ★
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-4-4 
TEL.06-6632-2781    FAX.06-6631-2459

 大阪美容専門学校 ★
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-28-27 
TEL.06-6761-6559    FAX.06-6761-3726

 大阪ビューティーアート専門学校 ★
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-29 
TEL.06-6300-5514    FAX.06-6300-5513

 大阪ベルェベルビューティ&ブライダル専門学校 ★
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町8-30 
TEL.06-6371-1303    FAX.06-6371-1414

高津理容美容専門学校 ★
〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋2-8-20
TEL.06-6633-7474    FAX.06-6633-7420

NRB日本理容美容専門学校
〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋1-6-34
TEL.06-6731-0229    FAX.06-6715-2572

ル・トーア東亜美容専門学校
〒543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町2-85 
TEL.06-6772-7700    FAX.06-6772-2434

ヴェールルージュ美容専門学校
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-11-11 
TEL.06-6258-2111    FAX.06-6258-2244

理容美容専門学校 西日本ヘアメイクカレッジ ★
〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町2-1-2 あべのポンテ2F
TEL.06-6632-3274    FAX.06-6632-3275

大阪樟蔭女子大学 化粧ファッション学科 化粧学専攻 ★
〒577-0051 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL.06-6723-8227    FAX.06-6723-8227

 神戸ベルェベル美容専門学校 ★
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町90 
TEL.078-327-1157    FAX.078-327-4377

アルファジャパン美容専門学校
〒670-0921 兵庫県姫路市綿町148
TEL.0792-82-8282    FAX.0792-82-9292

ヘアラルト阪神理容美容専門学校
〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町37
TEL.06-6412-1651    FAX.06-6412-1653

姫路理容美容専門学校 ★
〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町13
TEL.079-284-0678    FAX.079-281-6057

 穴吹ビューティ専門学校 ★
〒720-0801 広島県福山市入船町2-2-3 
TEL.084-973-3448    FAX.084-921-8848

 専門学校マインド .ビューティーカレッジ ★
〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-8-11 
TEL.082-542-1231    FAX.082-542-1236

 専門学校岡山ビューティモード ★
〒700-0032 岡山県岡山市北区昭和町3-12 
TEL.086-214-2555    FAX.086-214-2553

 専門学校倉敷ビューティーカレッジ ★
〒710-0813 岡山県倉敷市寿町10-5 
TEL.086-424-7070    FAX.086-424-3300

岡山県理容美容専門学校
〒700-0924 岡山県岡山市北区大元2-6-5
TEL.086-241-2807    FAX.086-246-2622

 YICビューティモード専門学校 ★
〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町2-24 
TEL.083-976-8210    FAX.083-974-5826

 国際デザイン･ビューティカレッジ ★
〒780-0935 高知県高知市旭町2-22-58 
TEL.088-875-0099    FAX.088-875-3299

高知理容美容専門学校
〒780-0972 高知県高知市中万々85-3
TEL.088-825-3111    FAX.088-821-0790

専門学校穴吹調理デザインビューティカレッジ ★
〒770-0852 徳島県徳島市徳島町2-20 
TEL.088-653-3155    FAX.088-653-3169

 専門学校穴吹ビューティカレッジ ★
〒760-0020 香川県高松市錦町1-3-5 
TEL.087-823-5500    FAX.087-823-5510

 北九州市立高等理容美容学校
〒805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町2-2-1 三番街2F
TEL.093-663-2223    FAX.093-663-1411

 福岡ビューティーアート専門学校 ★
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-28 
TEL.092-434-7131    FAX.092-434-7132

 福岡ベルエポック美容専門学校 ★
〒812-0033 福岡県福岡市博多区大博町4-17
TEL.092-282-9100    FAX.092-282-9091

大村美容ファッション専門学校
〒810-0055 福岡県福岡市中央区黒門2-6
TEL.092-721-1797    FAX.092-721-1781

福岡南美容専門学校
〒830-0038 福岡県久留米市花畑1-1-1
TEL.0942-32-3809    FAX.0942-32-1158

ハリウッドワールド美容専門学校
〒832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河55-1
TEL.0944-72-2707    FAX.0944-72-6734

専修学校麻生ビューティーカレッジ ★
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-23
TEL.092-735-3800    FAX.092-735-3801

エッジ国際美容専門学校
〒840-0826 佐賀県佐賀市白山1-2-21 
TEL.0952-41-9338    FAX.0952-41-9528

専修学校 Total Beauty College Belle Femme
〒856-0048 長崎県大村市赤佐古町43-3 
TEL.0957-53-7824    FAX.0957-46-5561

 熊本ベルェベル美容専門学校 ★
〒860-0012 熊本県熊本市中央区紺屋今町2-18 
TEL.096-326-1155    FAX.096-312-1170

学校法人九州美容専門学校
〒860-0848 熊本県熊本市中央区南坪井町10-28
TEL.096-326-2288    FAX.096-326-2268

 明日香美容文化専門大学校 ★
〒870-0823 大分県大分市東大道1-4-22 
TEL.097-544-4666    FAX.097-544-9118

 宮崎サザンビューティ専門学校 ★
〒880-0801 宮崎県宮崎市老松2-1-17 
TEL.0985-22-2000    FAX.0985-22-2005

 鹿児島レディスカレッジ
〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-9
TEL.099-239-2603    FAX.099-239-2605

タラ美容福祉専門学校
〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町6-1
TEL.099-813-0022    FAX.099-813-2250

鹿児島県美容専門学校
〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-4-6
TEL.099-254-3117    FAX.099-254-2938

中部美容専門学校
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根1-10-2
TEL.098-933-3283    FAX.098-933-3194

 専修学校ビューティーモードカレッジ ★
〒900-0034 沖縄県那覇市東町23-5 
TEL.098-941-3159    FAX.098-941-3157

琉美インターナショナルビューティカレッジ
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-6-25
TEL.098-868-2288    FAX.098-861-8736
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株式会社 内海
〒566-0023 大阪府摂津市正雀3-11-17
TEL.06-6381-8223    FAX.06-6319-3447

有限会社 エヌイーエス
〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東4-21-21
TEL.06-4700-7780    FAX.06-4700-7781

株式会社 エリコネイル
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-1-3 omotesando keyaki bldg7F
TEL.03-3409-1999    FAX.03-3409-1988

オーピーアイジャパン 株式会社
〒163-1427 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ27階
TEL.03-6632-4432    FAX.03-6632-4420

株式会社 ジューク
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂306
TEL.03-3461-0019    FAX.03-3461-0038

株式会社 シンワコーポレーション
〒140-0013 東京都品川区南大井6-6-5
TEL.03-3763-7755    FAX.03-3763-7856

株式会社 スペース
〒600-8898 京都府京都市下京区西七条東御前田町49 LOFT51
TEL.075-315-3110    FAX.075-315-3120

タカラベルモント 株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F
TEL.03-3299-3078    FAX.03-3299-5898

滝川 株式会社
〒111-8511 東京都台東区元浅草3-2-1
TEL.03-3845-2111    FAX.03-3845-0680

株式会社 ダリア
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-3-25
TEL.092-472-3035    FAX.092-472-2347

株式会社TAT
〒663-8022 兵庫県西宮市日野町4-50
TEL.0798-68-1273    FAX.0798-68-1281

株式会社 ナチュラルフィールドサプライ
〒565-0848 大阪府吹田市千里山高塚9-4
TEL.06-6339-8789    FAX.06-6339-8845

株式会社 ネイルズ菅野
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷4-27-13 シャトレー代々木1103
TEL.03-5786-9328    FAX.03-5786-9329

株式会社 ネイルズユニークオブジャパン
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5-2-10
TEL.078-222-0151    FAX.078-222-0244

株式会社 ネイルセレクト
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-1 FPG links SHIBUYA 6A
TEL.03-5457-2337    FAX.03-5457-2338

株式会社 ネイルラボ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル4F
TEL.03-5464-9911    FAX.03-5464-9922

株式会社 ビソウ
〒176-0004 東京都練馬区小竹町1-38-2
TEL.03-5964-1751    FAX.03-5964-1754

有限会社 プリアンファ
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町4-95-14 共栄ビル3F
TEL.06-6498-8805    FAX.06-6494-7150

株式会社 ポリッシュ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-1-3 omotesando keyaki bldg7F
TEL.03-3409-1980    FAX.03-3409-1988

株式会社 マーズデザイン
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-3-2
TEL.06-6886-0668    FAX.06-6885-0668

株式会社 マイアス
〒330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町9-11-1F
TEL.048-887-2500    FAX.048-883-8803

有限会社 マリナ・デル・レイ
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町204-1 ストロングビル2F
TEL.045-662-1000    FAX.045-662-1001
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株式会社MOGA･BROOK
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-29 CalgelHouse
TEL.03-5414-1530    FAX.03-5414-1533

株式会社ユミ・クリエイション
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-15 G-FRONT青山Bld. 4F
TEL.03-3796-8675    FAX.03-5410-5082

株式会社ライフビューティープロダクツ
〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18 四ツ橋イーストビル3F
TEL.06-6536-7270    FAX.06-6536-7271

株式会社レッドネイルズ
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル2F
TEL.03-3205-1058    FAX.03-3205-3424

株式会社 インパクト
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル6F
TEL.03-6659-2345    FAX.03-6659-2346

USUI BRUSH株式会社
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-2-3 USUIビル
TEL.078-306-6552    FAX.078-306-6554

株式会社 エアテックス
〒550-0022 大阪府大阪市西区本田3-4-24
TEL.06-6543-2500    FAX.06-6543-2566

株式会社 岡本商会
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-6-15
TEL.06-6213-1521    FAX.06-6213-5071

株式会社 Color N Innovation
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 新橋ビル628号
TEL.03-4589-1368    FAX.03-6206-1954

株式会社 キャンアイドレッシー
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-6-12 一佳ビル5F
TEL.048-782-6578    FAX.048-782-6579

株式会社KOKO International
〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-18 銀座東新ビル6F
TEL.03-6228-7793    FAX.03-6228-7794

株式会社GGコーポレーション
〒330-0854 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-16 大京心斎橋第2ビル8F
TEL.06-6282-1074    FAX.06-6282-1084

ダッシングディバインターナショナル 株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル1F
TEL.03-6692-8645    FAX.03-3227-4885

株式会社 チーム・チャンネル
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-3 プレミア道玄坂ビル5F
TEL.03-5458-4206    FAX.03-5458-4074

株式会社 ティアラグレイス
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-3-8 シャンポール2F
TEL.047-307-9988    FAX.047-307-9989

ネイルパートナー 株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-7-8 東京南新宿ビルディング4F
TEL.03-5308-5803    FAX.03-5308-5804

株式会社 ノンストレス
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-3-1 萩原ビル1 6F
TEL.03-5447-5583    FAX.03-5447-5584

株式会社 ビューティーワールド
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-10 辰野心斎橋ビル10F
TEL.06-6244-8781    FAX.06-6244-8785

株式会社 ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-34-25
TEL.03-5752-3880    FAX.03-3702-0510

有限会社 フルート
〒130-0002 東京都墨田区業平4-4-17 長谷川ビル3F
TEL.03-5610-9282    FAX.03-5610-0229

株式会社 ミリオンオークス
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-11 パークサイドハイツ401
TEL.03-5466-1880    FAX.03-5466-1882

株式会社 ユーアイエー
〒451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋1-1-6 梅田ビル3F
TEL.052-508-5811    FAX.052-528-5652

株式会社 ワールドジェイビー
〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル3F
TEL.03-5812-3488    FAX.03-5812-3499

株式会社 ワールドビューティワークス
〒617-0828 京都府長岡京市馬場2-4-7
TEL.075-956-7700    FAX.075-956-7666

株式会社 アネックスジャパン
〒370-0084 群馬県高崎市菊地町491-2
TEL.027-344-5211    FAX.027-343-1112

株式会社 アローズアップコスメティクス
〒106-0044 東京都港区東麻布2-15-6 松井ビル1F
TEL.03-6459-1870    FAX.03-6459-1875

株式会社 イングカワモト
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-17-18
TEL.052-241-3825    FAX.052-261-2310

株式会社 SDS JAPAN
〒342-0006 埼玉県吉川市南広島100
TEL.048-993-2712    FAX.048-993-2713

株式会社 Ｍ・クロード
〒130-0011 東京都墨田区石原1-36-8 両国オフィス
TEL.03-5637-8088    FAX.03-5637-8188

株式会社 ガモウ
〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17-8F
TEL.03-5414-6581    FAX.03-5414-6591

株式会社 ガモウ広島
〒736-0085 広島県広島市安芸区矢野西5-13-24
TEL.082-888-1188    FAX.082-889-0800

株式会社 國井
〒173-0004 東京都板橋区板橋2-28-8 コーシンビル2F
TEL.03-5248-0923    FAX.03-5248-0925

株式会社 栗住野工房
〒669-3312 兵庫県丹波市柏原町田路114-3
TEL.0795-78-9503    FAX.0795-78-9504

株式会社 グルーブ
〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋5-4-9
TEL.06-6717-2022    FAX.06-6717-2026

株式会社 グレースガーデン
〒573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘7-4-2-510
TEL.072-800-8988    FAX.072-344-5851

興和新薬 株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-14
TEL.03-3279-7542    FAX.03-3279-7620

GCL株式会社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル2F
TEL.03-5642-7060    FAX.03-5642-6661

スワロフスキー・ジャパン 株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル12F
TEL.03-3262-3012    FAX.03-3262-3723

株式会社 ソーカル
〒130-0026 東京都墨田区両国1-7-4
TEL.03-6659-9170    FAX.03-6659-9171

有限会社 ドウユウ
〒350-0824 埼玉県川越市石原町2-66-3
TEL.049-283-7618    FAX.049-289-7138

株式会社TRUST-LINE
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-20-5 和田ビル7F
TEL.03-5768-2816    FAX.03-5768-2817

ナチュラルショップ 株式会社
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-6-23 西京町堀ビル4F
TEL.06-7651-4932    FAX.06-6449-4008
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株式会社 ピアス
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー
TEL.06-6376-5628    FAX.06-6376-1134

株式会社ビューティーネイラー
〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-2-10
TEL.06-6264-7281    FAX.06-6264-7282

株式会社 フジシン
〒162-0065 東京都新宿区住吉町8-12
TEL.03-3357-4141    FAX.03-3357-4142

株式会社 プロップス
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー6F
TEL.06-4862-6613    FAX.06-4862-6675

ボヌールモード 株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4F
TEL.03-6890-3968    FAX.03-6890-8301

株式会社 マイティーズ
〒178-0062 東京都練馬区大泉町5-6-16 ワイズビル1F
TEL.03-6904-5168    FAX.03-6904-5168

ミツイコーポレーション 株式会社
）社支屋古名（ 3-8町田神区種千市屋古名県知愛 7700-464〒

TEL.052-719-7800    FAX.052-719-7801

株式会社MUSE MEDILIGHT
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-1-10 日宝南船場ビル5-B
TEL.06-6121-6136    FAX.06-6121-6137

株式会社 モン・プティ・ラパン
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-9 岡崎ビル2-A号室
TEL.03-6264-4133    FAX.03-6245-3828

学校法人 愛知産業大学
〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2-6-15
TEL.052-339-2781    FAX.052-339-2782

株式会社 MMU
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-10-1 KT 堀江ビル301
TEL.06-6535-0064    FAX.06-6535-0064

株式会社 オーガスタプロデュース
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿752ビル2F
TEL.03-5952-0522    FAX.03-5925-0523

株式会社 キューブ・カラー
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-10-28-4F
TEL.06-6245-5004    FAX.06-6245-5009

KOREA NAIL LEADERS ASSOCIATION
CNI, 220, 2F, Westerndom Tower 2, 868,Jeongbalsan-ro, Ilsandong-gu,　Goyang-si, Gyeonggi-do　KOREA
TEL.+82 031-904-6415   

株式会社 佐々木商店
〒231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2-19-1 曙町新井ビル9F
TEL.045-624-9896    FAX.045-624-9995

上海杜米貿易有限公司
中国上海市徐匯区漕宝路66号 光大会展中心B座19楼
TEL.021-6482-6167

株式会社 ソシエ・ワールド
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-33-10 トーシンビル3階
TEL.03-5333-1136    FAX.03-5302-7335

台湾亞洲美甲協会
中華民国台湾高雄市苓雅区四維四路190號11F-4 802-47
TEL.886-903-375-075    FAX.886-7-338-7609

中霓（北京）教育咨洵有限公司
中華人民共和国北京市経済技術開発区科創十三街 29号院天通泰科技金融谷A座701-06
TEL.13581595978

デザインテクノロジー専門学校
〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場1-1-8
TEL.053-454-6565    FAX.053-454-6676

株式会社 デザインワード
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-2 西新宿752ビル2F
TEL.03-5332-5005    FAX.03-5332-5006

NAILIST ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL LICENCES(SINGAPORE)
10 Anson Road, International Plaza #36-01A, Singapore 
079903, Singapore

オッペン・エステティックアカデミー
〒564-0011 大阪府吹田市岸部南2-17-1
TEL.06-6318-2515    FAX.06-6318-2532

オルト 株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-11 青山 SIビル4F
TEL.03-3498-1036    FAX.03-3498-3023

株式会社 喜久川
〒111-0034 東京都台東区雷門2-20-3
TEL.03-3847-3008    FAX.03-3847-3901

株式会社 菊地
〒062-0003 北海道札幌市豊平区美園3条8-4-17
TEL.011-811-0981    FAX.011-811-0285

株式会社 きくや美粧堂
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-13-7 KB'Sアーチビル
TEL.03-3496-6589    FAX.03-3496-6756

株式会社 サクラクレパス
〒540-8508 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-6-20
TEL.06-6910-8816    FAX.06-6910-8832

株式会社GSIクレオス
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-1
TEL.03-5211-1850    FAX.03-5211-1903

株式会社 松風
〒605-0983 京都府京都市東山区福稲上高松町11
TEL.075-561-1112    FAX.075-275-4795

昭和電機 株式会社
〒574-0052 大阪府大東市新田北町1-25
TEL.072-870-5708    FAX.072-870-7243

合同会社 ＷＳＰＴジャパン
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田4-9-3
TEL.048-954-5636    FAX.048-945-5637

株式会社 東京美容研究所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-4
TEL.03-3379-0261    FAX.03-3378-9853

株式会社 東和コーポレーション
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-3 フジスター小伝馬町ビル8F
TEL.03-5645-7072    FAX.03-3662-1086

NPO日本パーソナルカラー協会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷1-28-8-501
TEL.03-6434-0013    FAX.03-6434-0014

株式会社 ノット
〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-3 COMS
TEL.03-5428-6075    FAX.03-5459-1233

バニーコルアート 株式会社
〒134-8576 東京都江戸川区臨海町3-6-3
TEL.03-3877-5113    FAX.03-3877-5127

株式会社 ヒカリ
〒173-0034 東京都板橋区幸町25-8
TEL.03-3973-1626    FAX.03-3956-1869

株式会社 ファースト・パブリシティー
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-19-10 第 2東商センタービル2号館4階
TEL.03-5821-6561    FAX.03-5821-6562

ベルジュラックジャポン 株式会社
〒324-0037 栃木県大田原市上石上1844
TEL.0287-29-2596    FAX.0287-29-3588

ホルベイン画材 株式会社
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-18-4-2F
TEL.03-5927-1631    FAX.03-5927-1699

株式会社 ルーティア
〒277-0872 千葉県柏市十余二248-3
TEL.04-7141-2040    FAX.04-7141-2054

ネイルズ仲宗根 株式会社
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル2号館321
TEL.03-3476-5591    FAX.03-3476-5599

株式会社 ピーフォームコミュニケーション
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-31 辻本ビル2F
TEL.06-6243-7779    FAX.06-6243-7774

株式会社 ビオール・コーポレーション
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-3-20 ソシオスクエア紙屋町5F
TEL.082-543-5711    FAX.082-543-5733

株式会社 ヒサコネイル
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21 明大ビル4F
TEL.06-6374-4689    FAX.06-6359-2919

株式会社 ビジネスガイド社
〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2 ぎふとビル
TEL.03-3843-9851    FAX.03-3843-9850

美杜 (北京 )美容有限公司
中国北京市朝陽区朝外大街乙6号 朝外 SohoB座 3屋 03069
TEL.8610-5869-3858    FAX.8610-5869-3858

ヒューマンアカデミー 株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル4F
TEL.03-5925-6547    FAX.03-5925-6545

株式会社 プラセス製薬
〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル -5F
TEL.092-283-2151    FAX.092-283-2152

有限会社 ヘアーメッセージ
〒590-0102 大阪府堺市南区和田東329-2
TEL.072-230-1171    FAX.072-230-1170

ベレックス 株式会社
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷 YTビル02-7F
TEL.03-5452-1481    FAX.03-5452-1482

株式会社 ミーティア
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 モアクレスト高田馬場ビル6F
TEL.03-6279-3131    FAX.03-6279-3132

株式会社mishnail
〒321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町82-1
TEL.028-614-3663    FAX.028-614-3663

株式会社MILLコーポレーション
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-15-30 APA ﾎﾃﾙ名古屋錦EXCELLENT2･5F
TEL.052-971-2400    FAX.052-971-2400

メッセフランクフルト ジャパン 株式会社
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館7F
TEL.03-3262-8441    FAX.03-3262-8442

株式会社 ユーキャン
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-2-38
TEL.03-3361-1489    FAX.03-3367-3115

株式会社 ループリンクス
〒399-0033 長野県松本市笹賀2917-10
TEL.0263-87-3735    FAX.0263-87-3736

株式会社 ワコールアートセンター
〒107-0062 東京都港区南青山5-6-23 スパイラル
TEL.03-3498-1171    FAX.03-3498-7848

株式会社 iro
〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-18-1 経堂KHSビル2F201号
TEL.03-6413-0401    FAX.03-6413-0402

株式会社 ウカ
〒106-0031 東京都港区西麻布4-3-11 泉西麻布ビル4F
TEL.03-5775-7828    FAX.03-5775-7829

浦和工業 株式会社
〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町12
TEL.0480-22-5515    FAX.0480-22-6082

株式会社h&b
〒529-1313 滋賀県愛知郡愛荘町市1705-1
TEL.0749-42-4657    FAX.0749-42-4826

株式会社 エヌシーアイ
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4-7-6 セイフピア3F
TEL.03-6426-7757    FAX.03-3426-9779
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特定非営利活動法人 日本ネイリスト協会は、ネイルに関する

技能講習や資格認定等を通じて広くネイル文化とネイリストの

技能向上を図り、社会性、公益性、消費者保護の観点から、

適切な情報提供とコンプライアンス（法令遵守）に努め、健全

なネイルビジネスの発展に寄与することを基本理念とする。

1 技能セミナーの開催等によるネイルに関する人材の育成

2 ネイリストの技術基準の策定、公表および資格認定制度

3 会報・メディアなどを通じネイル関連の最新情報の提供

4 ネイルに関する理論および技術体系に関する研究・開発

5 関連行政・団体等との連携および海外ネットによる交流

6 ネイルの魅力を社会にアピールし、その認知度を高める

7 その他、この法人の目的を達成するために必要な活動

 ネイルを日々の身だしなみとして、世界一指先の美しい国へ。

ネイルは、夢と感動を与える

ネイルは、健康と美しさを創る

ネイルは、芸術であり感性である

ネイルは、生活に豊かさをもたらす

  そして、「ネイルケア」が基本である。

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル5F
TEL：03-3500-1580　FAX：03-3500-1608　
http：//www.nail.or.jp


