
International Friendship Nail Art Competition

【Date】 Monday, November 12, 2018

【Schedule】 Admission 12：40～13：00
Pre-judging 13：00～13：10
Competition 13：10～14：10
Judge 14：10～14：40

【Category】 Demonstrate your art technique on nail training hand with five nail tips.
Choice of left hand or right hand is yours.
Art theme is “JAPAN”

【Number of entries】 30 competitors

【Qualification】 Competitor with a foreign citizenship who lives outside Japan

【Entry Fee】 ¥10,000

【Awards】Champion： ¥50,000 cash, Plaque
2nd ：¥30,000 cash, Plaque
3rd ：¥10,000 cash, Plaque
※All competitors will receive a competition diploma.
※Awards may change depending on the number of competitors.

【Registration】 E-mail Address for the registration.＜info2@nail.or.jp＞
1) Send your e-mail address to the above email address.
2) After receiving your email address, the entry form will be sent, and you need to return it with 
necessary information.
3)You will be asked to pay the entry fee at the JNA plaza on Sunday, November 11 or Monday, 
November 12 by noon, and you will receive your entry permit.
In case you wanted to have it by mail, we will ask you to cover the mail charge.

【Application Period】 Saturday, September 1, 2018～Friday, September 21, 2018
※First-come-first-served basis for the fixed number of entries.

Competition Rules

▼Competition time
60minutes

▼Specific Rules
①Must set the table in a sanitary manner.
②Must start from disinfecting your hands and fingers at the beginning.
③Must use one nail training hand. Choice of left hand or right hand is yours.
④Must start applying base coat or base gel. Sanding procedure may be done only during the 
competition time.

⑤Cut style and length of fee edge is free.
⑥Technique of art is free including polish, gel, airbrush, and acrylic paint.
⑦Color of tips must be clear or natural, fixed on nail training hand, and all five tips must be applied 
with the art.
⑧Only two electrical sources are provided, and need to replace them in case of using more than 
two electrical sources.

▼Banned Materials
Art seal, Color chip, Designed chip.



国際親善ネイルアートコンペティション

【競技日程】 2018年11月12日（月）

【競技スケジュール】 選手入場 12：40～13：00

事前審査 13：00～13：10

競技 13：10～14：10

審査 14：10～14：40

【競技内容】 トレーニングハンド（チップ5枚）に自由にアートを施す。（左右指定なし）
アートテーマは「JAPAN」

【募集人数】 30名

【出場資格】 日本国外に在住の外国籍の方

【出場料】 10,000円

【表彰】 第1位：賞金5万円、記念プレート、第2位：賞金3万円、記念プレート
第3位：賞金1万円、記念プレート ※出場者全員にディプロマを授与。
※申込人数によっては表彰内容が変更になる場合があります。

【申込方法】 申込先メールアドレス ＜info2@nail.or.jp＞
①上記アドレスに申込希望のメールをお送りください。
②申込フォームをメールでお送りしますので、必要事項を入力して返信を
お願いいたします。
③11月11日（日）もしくは12日（月）の12時までに、JNAプラザにて出場料
を日本円でお支払いいただき、競技出場に必要な肩証をお渡しします。
（事前発送をご希望の場合は、別途送料を頂きます）

【申込期間】 2018年9月1日（土）～21日（金）
※先着順につき、定員に達し次第締切となります。

競技規定

▽競技時間
60分

▽競技規定

①衛生的にテーブルセッティングすること。

②手指消毒からはじめること。

③トレーニングハンドは1人1台のみとする。（左右指定なし）

④ベースコートまたはベースジェル塗布から始めること。サンディングが必要な場合は競
技時間内に行うこと。

⑤カットスタイル、フリーエッジの長さは自由

⑥ポリッシュ、ジェル、エアブラシ、アクリル絵の具等、アート技法は自由。

⑦使用するチップは、クリアまたはナチュラルとし、トレーニングハンドにチップを付け
た状態で、チップ5枚すべてにアートを施すこと。

⑧使用できる電源は1人2口まで。3口以上の電源を必要とする場合は、その都度コンセン
トを差替えること。

▽使用禁止用具
アートシール、カラーチップ、デザインチップ


