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選手入場　9：30～9：50（20分）

P1　プロフェッショナル部門
ネイルケア　競技

10：00～11：01（61分）
ケア（30分）　インターバル（1分）

カラーリング（30分）

J1　ジュニア部門
S1　スチューデント部門
ネイルケア　競技

10：00～11：01（61分）
ケア（30分）　インターバル（1分）

カラーリング（30分）

審査・集計
11：01～11：41

（40分）

審査・集計
11：01～11：41

（40分）

P2　プロフェッショナル部門　
フレンチスカルプチュア

競技
12：40～14：40

 （120分）

審査・集計
14：40～15：20

（40分）

J2　ジュニア部門
ナチュラルスカルプチュア

競技
12：40～14：10

 （90分）

審査・集計
14：10～14：50

（40分）

事前審査　9：50～10：00（10分）

選手入場　12：10～12：30（20分）

事前審査　12：30～12：40（10分）

〒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

午前 午後

※表彰式は 15：45～16：15
※会場によりスケジュールが変更になる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

各地区大会詳細

競技スケジュール

申込方法
出場申込区分は『東日本地区』と『西日本地区』の 2区分です。（地区別都道府県は下記の通り、在住もしくは在勤で
あること）地区内のどの会場でも、何回でもエントリーいただけます。

▶ NPO法人日本ネイリスト協会ホームページ
http://www.nail.or.jp

▶ 申込みページ
https://www.ks-entry.net/chiku2018 スマートフォン用QRコード

全日本ネイリスト選手権　2018地区大会　申込受付センター

※申込手続に関する問合せのみ受付いたします。競技内容などについての質問はご遠慮ください。

TEL．042-646-1525
E-MAIL：chiku2018@ks-entry.net
受付時間　9：00～17：00（土日祝日を除く）

5月19日（土）
札幌会場 定員：P1・P2▶各60名／J1▶30名　J2▶60名／S1▶40名

申込期間：4/2（月）10：00～4/13（金）17：00

会場：北海道美容専門学校

※複数会場にエントリーし、いずれかの会場で“総合グランドチャンピオン”になった場合、以降の大会に出場できません。
　上記該当者に限って未出場分の出場料を返金いたします。

定員：P1・P2▶各60名／J1▶30名　J2▶60名／S1▶30名
会場：福岡ベルエポック美容専門学校福岡会場

6月17日（日）
仙台会場 定員：P1・P2▶各50名／J1▶25名　J2▶50名／S1▶25名

申込期間：4/30（月）10：00～5/11（金）17：00

会場：仙台ビューティーアート専門学校

定員：P1・P2▶各120名／J1▶70名　J2▶120名／S1▶70名
会場：大阪美容専門学校大阪会場

7月22日（日）
東京会場 定員：P1・P2▶各130名／J1▶70名　J2▶130名／S1▶70名

申込期間：6/4（月）10：00～6/15（金）17：00

会場：国際文化理容美容専門学校国分寺校

定員：P1・P2▶各100名／J1▶50名　J2▶100名／S1▶50名
会場：中日美容専門学校名古屋会場
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● 全種目インターネット受付のみとなります。JNA ホーム
　 ページよりお申込みください。

● 出場料のお支払いはクレジットカード決済かコンビニ決済
　 のいずれかとなります。

● 申込完了メールを申込みの際にご登録いただいたメールア
　 ドレスに送付いたしますので、ドメイン指定等をしている
　 方は「chiku2018@ks-entry.net」からのメール受信が
　 できるようにしておいてください。申込手続き後30分以
　 上経過しても、申込完了メールが届かない場合は、必ず下
　 記の申込受付センターまでご連絡ください。

※申込は先着順となります。定員に達し次第受付を締め切らせていた
　だきます。

※申込後の種目変更、締切後の申込は一切お受けできませんので、同
　様のお問い合わせはご遠慮ください。

※「出場のご案内」は各会場実施日の2週間前頃に発送予定です。「出
　場のご案内」の発送をもって正式エントリー確定となりますので、
　申込完了メールは「出場のご案内」が届くまで大切に保管してくだ
　さい。各大会実施日の 1 週間前になっても「出場のご案内」がお手
　元に届かない場合は、下記のJNA事務局までお問い合わせください。

※自己都合によるキャンセルはいかなる理由があっても出場料の返金
　はできませんので、あらかじめご了承の上、申込手続きを行ってく
　ださい。

※会員の方、認定校在校生、認定サロン在勤者の方が誤って非会員料
　金で払い込まれた場合、差額の返金は出来かねますのでご注意くだ
　さい。
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　 プロフェッショナル部門

　 プロフェッショナル部門（P1、P2）
　 ジュニア部門（J1、J2）

　 スチューデント部門（S1）

プロフェッショナル部門　ネイルケア出場資格：

●競技種目
　P1：ネイルケア
　　　 （ナチュラルフレンチルック）
　P2：フレンチスカルプチュア
●出場料
　1種目： 8,000 円（会員 5,500 円）
　2種目：13,000 円（会員 9,500 円）

〈種目別〉
第 1位～第 10位：ディプロマ、副賞
〈総合〉　※＜P1と P2＞、＜J1と J2＞の 2種目合計点で決定
グランドチャンピオン：
　JNAメダル、「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　出場ご招待、およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2位～第 3位：JNAメダル、副賞

第 1位：JNAメダル、ディプロマ、
　　　　「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　　　　出場ご招待およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2～第 3位：JNAメダル、ディプロマ、副賞
第 4位～第 10位：ディプロマ、副賞

※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を
　入れてご持参下さい。 ※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を

　入れてご持参下さい。

会員料金の適用について

ジュニア・スチューデント部門の出場資格について

総合グランドチャンピオンの「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待について

●会員料金が適用されるのは、申込み時点において JNA個人正会員・一般会員である方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者に
　限ります。
●申込時点において会員でない方は、会員料金が適用されません。
●JNA個人会員の方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者の方が誤って非会員料金で払い込まれた場合、差額の返金は出来かね
　ますので十分にご注意下さい。

●ネイルサロン（スチューデントサロンは除く）、ネイルスクールなどに勤務している方は出場できません。競技終了後に資格を有していないことが
　分かった場合、出場成績は取り消されます。

●出場料免除、選手・モデルの方の交通宿泊費支給（1泊 2日分）
●出場料免除となるのは、P1、P2、J1、J2、S1のみとなります。それ以外の種目への出場を希望する場合は、各自で申込み手続きを行って下さい。
●招待種目に出場しない場合は、交通宿泊費の支給、シード権の付与はありません。
●「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」競技中に、失格項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり、失格扱いと
　なります。また、減点項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり通常審査を受けていただきます。

※卓上ライト等の照明器具は使用禁止となります。　※会場周辺のパブリックスペース等を使用して、準備や仕込みを行うことは厳禁です。
※モデルの方は、審査の際に移動して頂く場合がありますので、貴重品等は各自で自己管理をして下さい。

※定員超過によりエントリー不可となった場合は、出場料を返金させて頂きます。その場合、事前に手配された交通機関、宿泊等の料金については補償しかね
　ますのでご了承下さい。なお、自己都合によるキャンセルはいかなる理由があっても、出場料の返金はできませんので、あらかじめご了承の上お申込下さい。

※出場人数によっては、表彰内容が変更になる場合があります。

ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。カラーリングはナチュラルフレンチルック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただし、ナチュラルネイルと
　　同等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤何も塗布していない状態から始める。
　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）

⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでと
　する。トップコートが塗布されていない場合は失格。
⑪リッジフィラー使用可。
⑫ナチュラルスキンカラー（肌色に類似したクリーム系のピ
　ンクまたはベージュ色。パール、ラメ入りは減点）を使用
　すること。ネイルプレートが透けて見えないこと。
⑬ポリッシュは 2度塗りする。
⑭フリーエッジは白のポリッシュ（クリーム系の白のみ。パー
　ル、ラメ入りは減点）を使用する。スマイルラインは全体
　のバランスを考慮すること。
⑮裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
⑯使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー含
　む）、ベースカラーポリッシュ、フレンチカラーポリッシュ
　（白）、トップコート、各 3本までとする。4本以上は減点。
⑰前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
⑱インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア、スチューデント部門　ネイルケア
ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
　　　　　　〈カラーポリッシュについて〉
　　　　　　J1：ジュニア部門、S1：スチューデント部門
　　　　　　共に赤（JNEC 2018年春期検定試験2級の指
　　　　　　定色に準じる）
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただしナチュラルネイルと同
　　等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤競技開始前に、モデルにポリッシュ（赤）を塗布してい
　　ること。（表面が塗布してあれば裏面は必要なし）事前
　　の塗布がない場合は失格。

　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでとす
　　る。トップコートが塗布されていない場合は失格。
　⑪リッジフィラー使用可。
　⑫パール、ラメ入りのカラーポリッシュは減点。
　⑬ポリッシュは 2度塗りする。
　⑭裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
　⑮使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー
　　含む）、カラーポリッシュ、トップコート、各3本まで
　　とする。4本以上は減点。
　⑯前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
　⑰インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア部門　ナチュラルスカルプチュア（片手）
イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝90分
▼競技内容＝モデルの片手（5本・左右指定なし）にバラン
　　　　　　スよくナチュラルスタイルのスカルプチュアを
　　　　　　装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③両手共に（作品を施さない手も）イクステンション（バー
　　チャル含む）、リペア、カラーリング、装飾が一切され
　　ていない状態から始めること。上記の装飾がされていた
　　場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは、フリーエッジはナチュラル、ネイルベッド
　　はピンククリア、クリア、ナチュラルいずれも使用可。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

プロフェッショナル部門　フレンチスカルプチュア

減点・失格項目（全競技共通）

イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝120分
▼競技内容＝モデルの両手（10本）にバランスよくフレン
　　　　　　チスタイルのスカルプチュアを装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③イクステンション（バーチャル含む）、リペア、カラー
　　リング、装飾が一切されていない状態から始めること。
　　上記の装飾がされていた場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは＜ホワイト、ピンククリア、クリア＞を使用。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩競技中にバーチャルを施した場合は失格。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

■ 減点項目
①テーブルセッティングが衛生的に行われていない場合 ②手指消
毒から始めない場合 ③マナーを守らず、自分のテーブル範囲外に用
具を出した場合 ④ネイルメーカーのブランド名、ネイルサロン・ス
クール名等の入った服装（エプロン、Tシャツ等）を着用している場
合 ⑤事前審査ポイント、競技規定に反する場合 ⑥その他規定違反

■ 失格項目
①出欠確認・事前審査開始までにモデルと共に着席していない場
合 ②申込時の選手になり代わり、申込者以外が競技参加した場合 
③競技時間をオーバーした場合 ④競技時間終了後にモデルに手を
加えた場合 ⑤モデルに損傷を与えた場合 ⑥手指間違い ⑦担当実
行委員の指示に従わない場合

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

フリー。ただし過去の世界ネイリスト選手
権チャンピオン、全日本ネイリスト選手権
プロフェショナル部門グランドチャンピオ
ン、過去の地区大会で TOKYO NAIL EXPO
への招待実績のある方は出場できません。

　 スチューデント部門
出場資格：

●競技種目
　S1：ネイルケア
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時に理美容ネイル学科、理美容ネイル
専攻学科の在校生であること。（理美容学
校に在籍し、ネイルを学んでいる方）ただ
し、過去の全日本ネイリスト選手権ジュニ
ア部門グランドチャンピオン、過去の地区
大会で TOKYO NAIL EXPO への招待実績
のある方は出場できません。

　 ジュニア部門
出場資格：

●競技種目
　J1：ネイルケア
　J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時にネイル専門学科、理美容ネイル学
科、理美容ネイル専攻学科の在校生である
こと。（ネイルスクール、理美容学校問わ
ずネイルを学んでいる方）ただし、過去の
全日本ネイリスト選手権ジュニア部門グラ
ンドチャンピオン、過去の地区大会で
TOKYO NAIL EXPO への招待実績のある
方は出場できません。

競技種目

表　彰

競技規定　〈プロフェッショナル部門〉 競技規定　〈ジュニア・スチューデント部門〉

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック ❸カラーポリッシュの塗布状態のチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり

●P1：ネイルケア
▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり（フレンチルック）
●J1・S1：ネイルケア

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック  ❷プレパレーション、リペア等の有無
▼技術審査＝❶イクステンションフォルム ❷爪にフィットした仕上がりとバランス

●P2：フレンチスカルプチュア、J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）

審
査
ポ
イ
ン
ト

※「TOKYO NAIL EXPO 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待の対象は “総合グランドチャンピオン”となります。（S1除く）

2018  Regional Competition
全日本ネイリスト選手権 2018地区大会競技要項

P1 J1 S1

P2 J2



　 プロフェッショナル部門

　 プロフェッショナル部門（P1、P2）
　 ジュニア部門（J1、J2）

　 スチューデント部門（S1）

プロフェッショナル部門　ネイルケア出場資格：

●競技種目
　P1：ネイルケア
　　　 （ナチュラルフレンチルック）
　P2：フレンチスカルプチュア
●出場料
　1種目： 8,000 円（会員 5,500 円）
　2種目：13,000 円（会員 9,500 円）

〈種目別〉
第 1位～第 10位：ディプロマ、副賞
〈総合〉　※＜P1と P2＞、＜J1と J2＞の 2種目合計点で決定
グランドチャンピオン：
　JNAメダル、「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　出場ご招待、およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2位～第 3位：JNAメダル、副賞

第 1位：JNAメダル、ディプロマ、
　　　　「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　　　　出場ご招待およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2～第 3位：JNAメダル、ディプロマ、副賞
第 4位～第 10位：ディプロマ、副賞

※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を
　入れてご持参下さい。 ※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を

　入れてご持参下さい。

会員料金の適用について

ジュニア・スチューデント部門の出場資格について

総合グランドチャンピオンの「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待について

●会員料金が適用されるのは、申込み時点において JNA個人正会員・一般会員である方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者に
　限ります。
●申込時点において会員でない方は、会員料金が適用されません。
●JNA個人会員の方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者の方が誤って非会員料金で払い込まれた場合、差額の返金は出来かね
　ますので十分にご注意下さい。

●ネイルサロン（スチューデントサロンは除く）、ネイルスクールなどに勤務している方は出場できません。競技終了後に資格を有していないことが
　分かった場合、出場成績は取り消されます。

●出場料免除、選手・モデルの方の交通宿泊費支給（1泊 2日分）
●出場料免除となるのは、P1、P2、J1、J2、S1のみとなります。それ以外の種目への出場を希望する場合は、各自で申込み手続きを行って下さい。
●招待種目に出場しない場合は、交通宿泊費の支給、シード権の付与はありません。
●「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」競技中に、失格項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり、失格扱いと
　なります。また、減点項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり通常審査を受けていただきます。

※卓上ライト等の照明器具は使用禁止となります。　※会場周辺のパブリックスペース等を使用して、準備や仕込みを行うことは厳禁です。
※モデルの方は、審査の際に移動して頂く場合がありますので、貴重品等は各自で自己管理をして下さい。

※定員超過によりエントリー不可となった場合は、出場料を返金させて頂きます。その場合、事前に手配された交通機関、宿泊等の料金については補償しかね
　ますのでご了承下さい。なお、自己都合によるキャンセルはいかなる理由があっても、出場料の返金はできませんので、あらかじめご了承の上お申込下さい。

※出場人数によっては、表彰内容が変更になる場合があります。

ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。カラーリングはナチュラルフレンチルック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただし、ナチュラルネイルと
　　同等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤何も塗布していない状態から始める。
　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）

⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでと
　する。トップコートが塗布されていない場合は失格。
⑪リッジフィラー使用可。
⑫ナチュラルスキンカラー（肌色に類似したクリーム系のピ
　ンクまたはベージュ色。パール、ラメ入りは減点）を使用
　すること。ネイルプレートが透けて見えないこと。
⑬ポリッシュは 2度塗りする。
⑭フリーエッジは白のポリッシュ（クリーム系の白のみ。パー
　ル、ラメ入りは減点）を使用する。スマイルラインは全体
　のバランスを考慮すること。
⑮裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
⑯使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー含
　む）、ベースカラーポリッシュ、フレンチカラーポリッシュ
　（白）、トップコート、各 3本までとする。4本以上は減点。
⑰前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
⑱インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア、スチューデント部門　ネイルケア
ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
　　　　　　〈カラーポリッシュについて〉
　　　　　　J1：ジュニア部門、S1：スチューデント部門
　　　　　　共に赤（JNEC 2018年春期検定試験2級の指
　　　　　　定色に準じる）
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただしナチュラルネイルと同
　　等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤競技開始前に、モデルにポリッシュ（赤）を塗布してい
　　ること。（表面が塗布してあれば裏面は必要なし）事前
　　の塗布がない場合は失格。

　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでとす
　　る。トップコートが塗布されていない場合は失格。
　⑪リッジフィラー使用可。
　⑫パール、ラメ入りのカラーポリッシュは減点。
　⑬ポリッシュは 2度塗りする。
　⑭裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
　⑮使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー
　　含む）、カラーポリッシュ、トップコート、各3本まで
　　とする。4本以上は減点。
　⑯前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
　⑰インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア部門　ナチュラルスカルプチュア（片手）
イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝90分
▼競技内容＝モデルの片手（5本・左右指定なし）にバラン
　　　　　　スよくナチュラルスタイルのスカルプチュアを
　　　　　　装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③両手共に（作品を施さない手も）イクステンション（バー
　　チャル含む）、リペア、カラーリング、装飾が一切され
　　ていない状態から始めること。上記の装飾がされていた
　　場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは、フリーエッジはナチュラル、ネイルベッド
　　はピンククリア、クリア、ナチュラルいずれも使用可。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

プロフェッショナル部門　フレンチスカルプチュア

減点・失格項目（全競技共通）

イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝120分
▼競技内容＝モデルの両手（10本）にバランスよくフレン
　　　　　　チスタイルのスカルプチュアを装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③イクステンション（バーチャル含む）、リペア、カラー
　　リング、装飾が一切されていない状態から始めること。
　　上記の装飾がされていた場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは＜ホワイト、ピンククリア、クリア＞を使用。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩競技中にバーチャルを施した場合は失格。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

■ 減点項目
①テーブルセッティングが衛生的に行われていない場合 ②手指消
毒から始めない場合 ③マナーを守らず、自分のテーブル範囲外に用
具を出した場合 ④ネイルメーカーのブランド名、ネイルサロン・ス
クール名等の入った服装（エプロン、Tシャツ等）を着用している場
合 ⑤事前審査ポイント、競技規定に反する場合 ⑥その他規定違反

■ 失格項目
①出欠確認・事前審査開始までにモデルと共に着席していない場
合 ②申込時の選手になり代わり、申込者以外が競技参加した場合 
③競技時間をオーバーした場合 ④競技時間終了後にモデルに手を
加えた場合 ⑤モデルに損傷を与えた場合 ⑥手指間違い ⑦担当実
行委員の指示に従わない場合

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

フリー。ただし過去の世界ネイリスト選手
権チャンピオン、全日本ネイリスト選手権
プロフェショナル部門グランドチャンピオ
ン、過去の地区大会で TOKYO NAIL EXPO
への招待実績のある方は出場できません。

　 スチューデント部門
出場資格：

●競技種目
　S1：ネイルケア
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時に理美容ネイル学科、理美容ネイル
専攻学科の在校生であること。（理美容学
校に在籍し、ネイルを学んでいる方）ただ
し、過去の全日本ネイリスト選手権ジュニ
ア部門グランドチャンピオン、過去の地区
大会で TOKYO NAIL EXPO への招待実績
のある方は出場できません。

　 ジュニア部門
出場資格：

●競技種目
　J1：ネイルケア
　J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時にネイル専門学科、理美容ネイル学
科、理美容ネイル専攻学科の在校生である
こと。（ネイルスクール、理美容学校問わ
ずネイルを学んでいる方）ただし、過去の
全日本ネイリスト選手権ジュニア部門グラ
ンドチャンピオン、過去の地区大会で
TOKYO NAIL EXPO への招待実績のある
方は出場できません。

競技種目

表　彰

競技規定　〈プロフェッショナル部門〉 競技規定　〈ジュニア・スチューデント部門〉

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック ❸カラーポリッシュの塗布状態のチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり

●P1：ネイルケア
▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり（フレンチルック）
●J1・S1：ネイルケア

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック  ❷プレパレーション、リペア等の有無
▼技術審査＝❶イクステンションフォルム ❷爪にフィットした仕上がりとバランス

●P2：フレンチスカルプチュア、J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）

審
査
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※「TOKYO NAIL EXPO 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待の対象は “総合グランドチャンピオン”となります。（S1除く）

2018  Regional Competition
全日本ネイリスト選手権 2018地区大会競技要項

P1 J1 S1

P2 J2



　 プロフェッショナル部門

　 プロフェッショナル部門（P1、P2）
　 ジュニア部門（J1、J2）

　 スチューデント部門（S1）

プロフェッショナル部門　ネイルケア出場資格：

●競技種目
　P1：ネイルケア
　　　 （ナチュラルフレンチルック）
　P2：フレンチスカルプチュア
●出場料
　1種目： 8,000 円（会員 5,500 円）
　2種目：13,000 円（会員 9,500 円）

〈種目別〉
第 1位～第 10位：ディプロマ、副賞
〈総合〉　※＜P1と P2＞、＜J1と J2＞の 2種目合計点で決定
グランドチャンピオン：
　JNAメダル、「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　出場ご招待、およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2位～第 3位：JNAメダル、副賞

第 1位：JNAメダル、ディプロマ、
　　　　「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」
　　　　出場ご招待およびファイナル審査進出シード権付与、副賞
第 2～第 3位：JNAメダル、ディプロマ、副賞
第 4位～第 10位：ディプロマ、副賞

※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を
　入れてご持参下さい。 ※主催者側ではお湯を用意しておりません。各自ポット等にお湯を

　入れてご持参下さい。

会員料金の適用について

ジュニア・スチューデント部門の出場資格について

総合グランドチャンピオンの「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待について

●会員料金が適用されるのは、申込み時点において JNA個人正会員・一般会員である方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者に
　限ります。
●申込時点において会員でない方は、会員料金が適用されません。
●JNA個人会員の方、JNA認定校在校生・在勤者、JNA認定サロン在勤者の方が誤って非会員料金で払い込まれた場合、差額の返金は出来かね
　ますので十分にご注意下さい。

●ネイルサロン（スチューデントサロンは除く）、ネイルスクールなどに勤務している方は出場できません。競技終了後に資格を有していないことが
　分かった場合、出場成績は取り消されます。

●出場料免除、選手・モデルの方の交通宿泊費支給（1泊 2日分）
●出場料免除となるのは、P1、P2、J1、J2、S1のみとなります。それ以外の種目への出場を希望する場合は、各自で申込み手続きを行って下さい。
●招待種目に出場しない場合は、交通宿泊費の支給、シード権の付与はありません。
●「TOKYO NAIL EXPO 2018 全日本ネイリスト選手権」競技中に、失格項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり、失格扱いと
　なります。また、減点項目に該当する行為があった場合は、シード権がなくなり通常審査を受けていただきます。

※卓上ライト等の照明器具は使用禁止となります。　※会場周辺のパブリックスペース等を使用して、準備や仕込みを行うことは厳禁です。
※モデルの方は、審査の際に移動して頂く場合がありますので、貴重品等は各自で自己管理をして下さい。

※定員超過によりエントリー不可となった場合は、出場料を返金させて頂きます。その場合、事前に手配された交通機関、宿泊等の料金については補償しかね
　ますのでご了承下さい。なお、自己都合によるキャンセルはいかなる理由があっても、出場料の返金はできませんので、あらかじめご了承の上お申込下さい。

※出場人数によっては、表彰内容が変更になる場合があります。

ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。カラーリングはナチュラルフレンチルック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただし、ナチュラルネイルと
　　同等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤何も塗布していない状態から始める。
　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）

⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでと
　する。トップコートが塗布されていない場合は失格。
⑪リッジフィラー使用可。
⑫ナチュラルスキンカラー（肌色に類似したクリーム系のピ
　ンクまたはベージュ色。パール、ラメ入りは減点）を使用
　すること。ネイルプレートが透けて見えないこと。
⑬ポリッシュは 2度塗りする。
⑭フリーエッジは白のポリッシュ（クリーム系の白のみ。パー
　ル、ラメ入りは減点）を使用する。スマイルラインは全体
　のバランスを考慮すること。
⑮裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
⑯使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー含
　む）、ベースカラーポリッシュ、フレンチカラーポリッシュ
　（白）、トップコート、各 3本までとする。4本以上は減点。
⑰前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
⑱インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア、スチューデント部門　ネイルケア
ネイルのプロポーションときれいな指を保つためのベーシッ
クテクニック。
▼競技時間＝61分（前半：ケア 30分、インターバル 1分、
　　　　　　後半：カラーリング 30分）
▼競技内容＝モデルの両手（10本）に消毒からケア～
　　　　　　カラーリングまでを施す。
　　　　　　〈カラーポリッシュについて〉
　　　　　　J1：ジュニア部門、S1：スチューデント部門
　　　　　　共に赤（JNEC 2018年春期検定試験2級の指
　　　　　　定色に準じる）
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②ナチュラルネイルがベース。
　③アクリル、ジェル、グルーによるイクステンション・リ
　　ペア可（本数制限なし）。ただしナチュラルネイルと同
　　等の仕上がりであること。不自然なイクステンション・
　　リペア、バーチャルを施していた場合は減点。
　④クリーンナップなどの手入れは 1週間前までとする。
　⑤競技開始前に、モデルにポリッシュ（赤）を塗布してい
　　ること。（表面が塗布してあれば裏面は必要なし）事前
　　の塗布がない場合は失格。

　⑥前半ケア、後半カラーリングともに、手指消毒から始め
　　ること。
　⑦ナチュラルネイルのファイルは、エメリーボードを使用
　　すること。
　⑧カットスタイルはラウンド。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩カラーリングはベースコートからトップコートまでとす
　　る。トップコートが塗布されていない場合は失格。
　⑪リッジフィラー使用可。
　⑫パール、ラメ入りのカラーポリッシュは減点。
　⑬ポリッシュは 2度塗りする。
　⑭裏面もカラーリングすること。エッジのみでも可。
　⑮使用するポリッシュは、ベースコート（リッジフィラー
　　含む）、カラーポリッシュ、トップコート、各3本まで
　　とする。4本以上は減点。
　⑯前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。
　⑰インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
　マシーン、パール・ラメ入りのポリッシュ

ジュニア部門　ナチュラルスカルプチュア（片手）
イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝90分
▼競技内容＝モデルの片手（5本・左右指定なし）にバラン
　　　　　　スよくナチュラルスタイルのスカルプチュアを
　　　　　　装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③両手共に（作品を施さない手も）イクステンション（バー
　　チャル含む）、リペア、カラーリング、装飾が一切され
　　ていない状態から始めること。上記の装飾がされていた
　　場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは、フリーエッジはナチュラル、ネイルベッド
　　はピンククリア、クリア、ナチュラルいずれも使用可。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

プロフェッショナル部門　フレンチスカルプチュア

減点・失格項目（全競技共通）

イクステンションの代表的テクニック。
▼競技時間＝120分
▼競技内容＝モデルの両手（10本）にバランスよくフレン
　　　　　　チスタイルのスカルプチュアを装着。
▼競技規定
　①衛生的にテーブルセッティングを行うこと。
　②手指消毒から始めること。事前にプレパレーションをし
　　ていた場合は減点。
　③イクステンション（バーチャル含む）、リペア、カラー
　　リング、装飾が一切されていない状態から始めること。
　　上記の装飾がされていた場合は減点。
　④スタイリングはスクエア。

　⑤フリーエッジ（爪先）の長さはネイルベッドの長さを考
　　慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
　⑥使用する材料は化学重合のみ。
　⑦パウダーは＜ホワイト、ピンククリア、クリア＞を使用。
　⑧Cカーブ用スティックは使用可。ただし、ピンチングは
　　指のみで行うこと。Cカーブは 30％以内とする。
　⑨バッファ使用可。（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
　⑩競技中にバーチャルを施した場合は失格。
▼使用禁止用具
　シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローショ
　ン類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、ポリッ
　シュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロテープ、ホッ
　チキス等）

■ 減点項目
①テーブルセッティングが衛生的に行われていない場合 ②手指消
毒から始めない場合 ③マナーを守らず、自分のテーブル範囲外に用
具を出した場合 ④ネイルメーカーのブランド名、ネイルサロン・ス
クール名等の入った服装（エプロン、Tシャツ等）を着用している場
合 ⑤事前審査ポイント、競技規定に反する場合 ⑥その他規定違反

■ 失格項目
①出欠確認・事前審査開始までにモデルと共に着席していない場
合 ②申込時の選手になり代わり、申込者以外が競技参加した場合 
③競技時間をオーバーした場合 ④競技時間終了後にモデルに手を
加えた場合 ⑤モデルに損傷を与えた場合 ⑥手指間違い ⑦担当実
行委員の指示に従わない場合

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

※全ての競技において、消毒管理が必要な道具を使用する場合は、ウェットステリライザーを用意すること。
　また、事前審査中にモデルの爪に触らないこと。モデルは 15歳以上とする。

フリー。ただし過去の世界ネイリスト選手
権チャンピオン、全日本ネイリスト選手権
プロフェショナル部門グランドチャンピオ
ン、過去の地区大会で TOKYO NAIL EXPO
への招待実績のある方は出場できません。

　 スチューデント部門
出場資格：

●競技種目
　S1：ネイルケア
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時に理美容ネイル学科、理美容ネイル
専攻学科の在校生であること。（理美容学
校に在籍し、ネイルを学んでいる方）ただ
し、過去の全日本ネイリスト選手権ジュニ
ア部門グランドチャンピオン、過去の地区
大会で TOKYO NAIL EXPO への招待実績
のある方は出場できません。

　 ジュニア部門
出場資格：

●競技種目
　J1：ネイルケア
　J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）
●出場料
　1種目： 5,000 円（会員 3,000 円）
　2種目： 7,500 円（会員 5,000 円）

申込時にネイル専門学科、理美容ネイル学
科、理美容ネイル専攻学科の在校生である
こと。（ネイルスクール、理美容学校問わ
ずネイルを学んでいる方）ただし、過去の
全日本ネイリスト選手権ジュニア部門グラ
ンドチャンピオン、過去の地区大会で
TOKYO NAIL EXPO への招待実績のある
方は出場できません。

競技種目

表　彰

競技規定　〈プロフェッショナル部門〉 競技規定　〈ジュニア・スチューデント部門〉

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック ❸カラーポリッシュの塗布状態のチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり

●P1：ネイルケア
▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック ❷ナチュラルネイルのチェック
▼技術審査＝❶ネイルケア工程 ❷カットスタイル ❸カラーリング仕上がり（フレンチルック）
●J1・S1：ネイルケア

▼事前審査＝❶衛生的なテーブルセッティング、使用用具のチェック  ❷プレパレーション、リペア等の有無
▼技術審査＝❶イクステンションフォルム ❷爪にフィットした仕上がりとバランス

●P2：フレンチスカルプチュア、J2：ナチュラルスカルプチュア（片手）

審
査
ポ
イ
ン
ト

※「TOKYO NAIL EXPO 全日本ネイリスト選手権」出場ご招待の対象は “総合グランドチャンピオン”となります。（S1除く）
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P1 J1 S1

P2 J2



9：50

9：30 12：00

12：30

13：30

13：00

14：00

14：30

15：00

10：00

11：00

11：30

10：30

選手入場　9：30～9：50（20分）

P1　プロフェッショナル部門
ネイルケア　競技

10：00～11：01（61分）
ケア（30分）　インターバル（1分）

カラーリング（30分）

J1　ジュニア部門
S1　スチューデント部門
ネイルケア　競技

10：00～11：01（61分）
ケア（30分）　インターバル（1分）

カラーリング（30分）

審査・集計
11：01～11：41

（40分）

審査・集計
11：01～11：41

（40分）

P2　プロフェッショナル部門　
フレンチスカルプチュア

競技
12：40～14：40

 （120分）

審査・集計
14：40～15：20

（40分）

J2　ジュニア部門
ナチュラルスカルプチュア

競技
12：40～14：10

 （90分）

審査・集計
14：10～14：50

（40分）

事前審査　9：50～10：00（10分）

選手入場　12：10～12：30（20分）

事前審査　12：30～12：40（10分）

〒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

午前 午後

※表彰式は 15：45～16：15
※会場によりスケジュールが変更になる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

各地区大会詳細

競技スケジュール

申込方法
出場申込区分は『東日本地区』と『西日本地区』の 2区分です。（地区別都道府県は下記の通り、在住もしくは在勤で
あること）地区内のどの会場でも、何回でもエントリーいただけます。

▶ NPO法人日本ネイリスト協会ホームページ
http://www.nail.or.jp

▶ 申込みページ
https://www.ks-entry.net/chiku2018 スマートフォン用QRコード

全日本ネイリスト選手権　2018地区大会　申込受付センター

※申込手続に関する問合せのみ受付いたします。競技内容などについての質問はご遠慮ください。

TEL．042-646-1525
E-MAIL：chiku2018@ks-entry.net
受付時間　9：00～17：00（土日祝日を除く）

5月19日（土）
札幌会場 定員：P1・P2▶各60名／J1▶30名　J2▶60名／S1▶40名

申込期間：4/2（月）10：00～4/13（金）17：00

会場：北海道美容専門学校

※複数会場にエントリーし、いずれかの会場で“総合グランドチャンピオン”になった場合、以降の大会に出場できません。
　上記該当者に限って未出場分の出場料を返金いたします。

定員：P1・P2▶各60名／J1▶30名　J2▶60名／S1▶30名
会場：福岡ベルエポック美容専門学校福岡会場

6月17日（日）
仙台会場 定員：P1・P2▶各50名／J1▶25名　J2▶50名／S1▶25名

申込期間：4/30（月）10：00～5/11（金）17：00

会場：仙台ビューティーアート専門学校

定員：P1・P2▶各120名／J1▶70名　J2▶120名／S1▶70名
会場：大阪美容専門学校大阪会場

7月22日（日）
東京会場 定員：P1・P2▶各130名／J1▶70名　J2▶130名／S1▶70名

申込期間：6/4（月）10：00～6/15（金）17：00

会場：国際文化理容美容専門学校国分寺校

定員：P1・P2▶各100名／J1▶50名　J2▶100名／S1▶50名
会場：中日美容専門学校名古屋会場

北海道

青森

秋田 岩手

山形
宮城

福島

茨城栃木群馬

埼玉
東京 千葉
神奈川

新潟

長野
山梨

静岡

富山石川

岐阜

愛知

福井
滋賀

三重
奈良

和歌山

京都

大阪
兵庫

岡山広島

鳥取島根
山口

徳島
香川

愛媛
高知

福岡
佐賀

長崎
大分

熊本 宮崎

鹿児島

沖縄

東日本地区
西日本地区

● 全種目インターネット受付のみとなります。JNA ホーム
　 ページよりお申込みください。

● 出場料のお支払いはクレジットカード決済かコンビニ決済
　 のいずれかとなります。

● 申込完了メールを申込みの際にご登録いただいたメールア
　 ドレスに送付いたしますので、ドメイン指定等をしている
　 方は「chiku2018@ks-entry.net」からのメール受信が
　 できるようにしておいてください。申込手続き後30分以
　 上経過しても、申込完了メールが届かない場合は、必ず下
　 記の申込受付センターまでご連絡ください。

※申込は先着順となります。定員に達し次第受付を締め切らせていた
　だきます。

※申込後の種目変更、締切後の申込は一切お受けできませんので、同
　様のお問い合わせはご遠慮ください。

※「出場のご案内」は各会場実施日の2週間前頃に発送予定です。「出
　場のご案内」の発送をもって正式エントリー確定となりますので、
　申込完了メールは「出場のご案内」が届くまで大切に保管してくだ
　さい。各大会実施日の 1 週間前になっても「出場のご案内」がお手
　元に届かない場合は、下記のJNA事務局までお問い合わせください。

※自己都合によるキャンセルはいかなる理由があっても出場料の返金
　はできませんので、あらかじめご了承の上、申込手続きを行ってく
　ださい。

※会員の方、認定校在校生、認定サロン在勤者の方が誤って非会員料
　金で払い込まれた場合、差額の返金は出来かねますのでご注意くだ
　さい。
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