
JNA認定ネイルサロンを
おすすめします！

安全・安心のネイルサロンを探すなら…

「JNA認定ネイルサロン」って？
JNAが定める安全・安心の基準を満たしたネイルサロンです

JNA認定ネイルサロンとは、確かな技術に加
え、衛生管理やコンプライアンスなどの条件を
クリアしているとJNAが認定したネイルサロンで
す。お客様に高いレベルで安全・安心のサービスを
提供できるお店の証として、認定ネイルサロンに
は認定証と認定ステッカーを交付しています。

JNA認定ネイルサロンは全国各地で登録され
ています。認定ネイルサロンはJNAのホーム
ページでエリアごとに紹介されており、店舗の
ホームページを確認することもできます。また、
JNAが運営するポータルサイト「nail.jp」にも
認定ネイルサロンの情報が掲載されています。

このマークが
目印なんだ！何が

違うんだろう…？

認定ネイルサロンに
対しては、

経営指導やスタッフ教育の
セミナーも行っているわ 条件が

しっかり
してるんですね

お店のキャンペーン情報も
チェックできるんだ！

お客様に
信頼していただくための

基準だからね

なるほど、
これなら安心して

学べそう

高い技術を持った
ネイリストを育てるための
厳密な基準を満たしているの

ネイルの
いろんな情報が

手に入るみたいですね

イベント招待や
会報誌配布といった
会員特典があるのよ

もっと
スキルアップしたい

ネイル業界のことも
学んでおきたい

ネイリストに
必要なことを知りたい

ネイルのトレンドに
触れたい

お客様に安心して
ご利用いただける
条件が整っているの

JNAの基準を満たしたネイルサロンってどんなネイルサロン？
お客様に安全、安心、満足をお約束するサロンです

JNA認定の衛生管理責任者「ネイル
サロン衛生管理士」が在籍し、JNAが
定めた「衛生管理自主基準」を守って
います。

ネイルサロンの運営やネイルの施術に
関する法令（医師法、薬事法、個人
情報保護法など）をしっかり守って
います。

JNAが定める「技術管理者」が店舗を
管理しています。また、1店舗に1名
「技術責任者」が在籍しています。

確かな衛生管理を
行っています

法令遵守を
心がけています

確かな技術を
お約束します

JNA認定ネイルサロンはどこにあるの？
全国にある認定ネイルサロンをエリアごとにご確認いただけます

▶ 「JNA認定ネイルサロン一覧」は、こちらのページへどうぞ！ JNA認定ネイルサロンの詳しい情報はこちらから
【ネイルジェイピー】

JNA認定校の詳しい情報はこちらから
【ネイルジェイピー】▶ 「JNA認定校一覧」は、こちらのページへどうぞ！

法人会員制度もあります。
詳しくは「法人会員」ページで。▶ お手続きはこちらのページへどうぞ！ ▶カンタン・スグにご入会できます！

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを経営する
ベテランネイリスト

「JNA認定校」って？
JNAが定めるカリキュラム、教育者、施設などの基準を満たした教育施設です

どんな人が「JNA個人会員」になっているの？
ネイリストから一般の方まで、ネイルに興味のある人が入会しています

会員になるとどんな特典があるの？
スキルアップや情報収集に役立つ特典を提供しています

会費やシステムはどうなっているの？
個人会員には個人正会員、個人一般会員の2種類があります

JNA認定校の学生だといいことって他にあるの？
JNA主催イベントの割引サービスなどを実施しています

認定校ならどこも同じなの？
認定校には3つの種類があります

ネイルサロン衛生管理士を
取得しよう！

プロのネイリストになるなら…

ネイルサロンの衛生管理ってそんなに大切なの？
きちんとした衛生管理がサロンの信頼を生みます

新聞やテレビ等による「ネイルサロンの衛生
管理が不十分」という報道がありましたが、
JNAではいち早くこの課題に取り組んでおり、
「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を
制定しました。その後、厚生労働省からも「ネイル
サロンにおける衛生管理に関する指針」が発表
され、ネイル業界の衛生に対する取り組みが
注目されています。

ネイルサロンにおける施設、設備、器具等の衛生管理に関する
ガイドライン。この業界統一基準の正しい普及によって、より
安全で安心なネイルサービスを提供するサロン環境の実現を
目指しています。（2009年12月25日制定）
2010年9月、厚生労働省より「ネイルサロンにおける衛生管理
に関する指針」が発表されましたが、JNAの「ネイルサロン衛生
管理自主基準」と、非常に近い内容でまとめられていました。

ネイルの衛生って
とても大切な

問題なんですね…

あんまり
気にしたこと
なかったな そう、サロン従業員

一人一人の高い意識が
求められているわ

でも、
ネイリストにとって
大切な資格なの

「ネイルサロン衛生管理士」って？
衛生管理自主基準をサロンで正しく実践するための資格です

「ネイルサロン衛生管理士」資格取得

JNA「認定ネイルサロン」の
衛生管理責任者になれる！

JNAでは「ネイルサロンにおける衛生管理
自主基準」を実践するためのマニュアルを
作成しています。全国で行われている講習会
を受講し、確認テスト（筆記）に合格すると、
「ネイルサロン衛生管理士」という資格が
取得できます。さらに、JNAが安全・安心と
認める「認定ネイルサロン」には、この「ネイル
サロン衛生管理士」が必要となっています。 ネイリスト

必須の資格
だったんですね

認定証 バッジ

うん。
既にたくさんの

ネイリストがこの資格を
取得しているの

目的にあわせて
学校を選ぶことが
できるんですね

ステップアップに
つながりそうなイベントも
おトクに参加できるんだ

もちろん、どの認定校も
JNAの高い教育水準を
満たしているわ

資格はどのように取得するの？
全国で行われている講習会に参加しましょう

資格取得の流れ（※受講資格は年齢18歳以上の方）

講習会参加を申し込む 講習を受講

不合格の場合は補習受講

▶ 「ネイルサロン衛生管理士」に関して、さらに詳しく知りたい方はこちらのページをチェック！

学生の私でも
取得できるん
ですか？

大丈夫。ネイルサロンでの
実務経験は問われないの。
ネイルサロンへの就職や、
いずれ開業をめざすなら、
今から勉強しておくべきね

正会員と
一般会員は

何が違うんですか？

個人正会員には
会員総会の議決権があるの。
また、認定講師資格試験の
申請も正会員でないと

できないわ

それは
心強いかも！

法律相談や
技術相談と
いった、

お悩み相談も
できるの

全国各地のJNA認定校で随時開催
（開催校やスケジュールについては
  HPで確認してください）
受講料：一般 10,000円
　　　  JNA会員 6,000円

講習内容
理論講習：約180分間
筆記試験：20分間
試験問題解説・まとめ

合否発表 認定証・バッジ授与

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを経営する
ベテランネイリスト

「ネイルサロンにおける
衛生管理自主基準」とは？ ●❶ ●❷

●❸ ●❹

安全 安心 満足

各種検定試験、資格に対
応したカリキュラムを完
備。資格取得、プロネイリ
ストとしてのスキル修得ま
でのサポートが万全です。

●JNAの認定条件をすべて満たし、ネイル専門教育に特化

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　1級対応カリキュラム

●JNA本部認定講師が所属

●理容師・美容師養成施設が専門の設置学科で行うネイル教育

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　1級対応カリキュラム

●JNA認定講師が所属

●理容師・美容師養成施設が行うネイル教育

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　3級対応カリキュラム

●理容師・美容師・協会認定資格者が所属

JNA認定講師など、JNA
が認めた教育者が直接教
えています。高度な知識
と技術を学ぶことができ
ます。

JNAが定めた設備基準を
満たしているので、安全、
安心、適切な環境で教育
を受けることができます。

カリキュラム 教育者 施 設

認定証 認定ステッカー

JNA認定校で学ぼう！
プロのネイリストを目指すなら…

プロになるなら、
教育内容も

気になるところですね

そう、信頼できる学校なら、
安心して正しい教育を
受けることができるわ

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを

経営するベテランネイリスト

JNA会員制度が
オススメです！

ネイルをもっと楽しむなら…

プロじゃない私でも
JNAの会員に
なれるんですか？

ネイルに関心を
持っている人であれば
誰でも入会できるのよ

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを経営する
ベテランネイリスト

ネイル専門学科

理美容ネイル専攻学科理美容ネイル学科

JNAが主催するセミナーなどの受講料が
割引になります。

ネイル技術を競うコンペティション「全
日本ネイリスト選手権」などの出場料が
割引になります。

ジェルネイル技能検定、衛生管理士講
習会などを、認定校内で受験・受講でき
る制度を設けています。

JNA個人正会員の入会金が免除され
ます。会員になると様々な特典が受けら
れます。

セミナー受講料割引

JNA主催コンペ
出場料割引

JNAが行っている
資格試験の優遇制度

JNA入会金免除

トレンド情報やイベント案内、ネイリスト向
けの役立ち情報などを掲載した会報誌
『Natiful (ネイティフル)』を年6回無料で
お届けします。

世界最大級のネイルの祭典「東京ネイルエキ
スポ」、西日本最大「アジアネイルフェスティ
バル」、地区大会「ネイルカンファレンス」など
に無料ご招待、さらに優先入場などの特典も。

コンペティションへの出場や、ネイリスト向
けの講習会、受験対策セミナー、海外研修
ツアーなどへの参加が割引となります。

実技テクニックの解説DVDや教材など、
JNA発行の刊行物が会員料金で購入でき
ます。

情報満載の
会報誌をお届け

JNA主催イベント特典
入場無料＋優先入場etc.

JNA主催
コンペやセミナーの
参加費が会員料金に

JNA発行の
刊行物もお得に

JNA会員でなくても、認定校在校生なら…

ネイリスト ネイリストをめざす人

美容関係者 ネイルに興味のある人

※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。

入会金：￥10,000
年会費：￥12,000

個人正会員

会 費

入会金：無料
年会費：￥6,000

個人一般会員

1

2

3

4

いいこと

いいこと

いいこと

いいこと

本資格の有効期限は取得年を含む3年目の12月末日までとし、
資格継続手続きよって3年間毎に延長できます。
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できないわ

それは
心強いかも！

法律相談や
技術相談と
いった、

お悩み相談も
できるの

全国各地のJNA認定校で随時開催
（開催校やスケジュールについては
  HPで確認してください）
受講料：一般 10,000円
　　　  JNA会員 6,000円

講習内容
理論講習：約180分間
筆記試験：20分間
試験問題解説・まとめ

合否発表 認定証・バッジ授与

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを経営する
ベテランネイリスト

「ネイルサロンにおける
衛生管理自主基準」とは？ ●❶ ●❷

●❸ ●❹

安全 安心 満足

各種検定試験、資格に対
応したカリキュラムを完
備。資格取得、プロネイリ
ストとしてのスキル修得ま
でのサポートが万全です。

●JNAの認定条件をすべて満たし、ネイル専門教育に特化

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　1級対応カリキュラム

●JNA本部認定講師が所属

●理容師・美容師養成施設が専門の設置学科で行うネイル教育

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　1級対応カリキュラム

●JNA認定講師が所属

●理容師・美容師養成施設が行うネイル教育

●JNA指定の「ネイリスト技能検定試験」
　3級対応カリキュラム

●理容師・美容師・協会認定資格者が所属

JNA認定講師など、JNA
が認めた教育者が直接教
えています。高度な知識
と技術を学ぶことができ
ます。

JNAが定めた設備基準を
満たしているので、安全、
安心、適切な環境で教育
を受けることができます。

カリキュラム 教育者 施 設

認定証 認定ステッカー

JNA認定校で学ぼう！
プロのネイリストを目指すなら…

プロになるなら、
教育内容も

気になるところですね

そう、信頼できる学校なら、
安心して正しい教育を
受けることができるわ

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを

経営するベテランネイリスト

JNA会員制度が
オススメです！

ネイルをもっと楽しむなら…

プロじゃない私でも
JNAの会員に
なれるんですか？

ネイルに関心を
持っている人であれば
誰でも入会できるのよ

エリナ 先生
ネイリストを

目指している女の子
ネイルサロンを経営する
ベテランネイリスト

ネイル専門学科

理美容ネイル専攻学科理美容ネイル学科

JNAが主催するセミナーなどの受講料が
割引になります。

ネイル技術を競うコンペティション「全
日本ネイリスト選手権」などの出場料が
割引になります。

ジェルネイル技能検定、衛生管理士講
習会などを、認定校内で受験・受講でき
る制度を設けています。

JNA個人正会員の入会金が免除され
ます。会員になると様々な特典が受けら
れます。

セミナー受講料割引

JNA主催コンペ
出場料割引

JNAが行っている
資格試験の優遇制度

JNA入会金免除

トレンド情報やイベント案内、ネイリスト向
けの役立ち情報などを掲載した会報誌
『Natiful (ネイティフル)』を年6回無料で
お届けします。

世界最大級のネイルの祭典「東京ネイルエキ
スポ」、西日本最大「アジアネイルフェスティ
バル」、地区大会「ネイルカンファレンス」など
に無料ご招待、さらに優先入場などの特典も。

コンペティションへの出場や、ネイリスト向
けの講習会、受験対策セミナー、海外研修
ツアーなどへの参加が割引となります。

実技テクニックの解説DVDや教材など、
JNA発行の刊行物が会員料金で購入でき
ます。

情報満載の
会報誌をお届け

JNA主催イベント特典
入場無料＋優先入場etc.

JNA主催
コンペやセミナーの
参加費が会員料金に

JNA発行の
刊行物もお得に

JNA会員でなくても、認定校在校生なら…

ネイリスト ネイリストをめざす人

美容関係者 ネイルに興味のある人

※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。

入会金：￥10,000
年会費：￥12,000

個人正会員

会 費

入会金：無料
年会費：￥6,000

個人一般会員

1

2

3

4

いいこと

いいこと

いいこと

いいこと

本資格の有効期限は取得年を含む3年目の12月末日までとし、
資格継続手続きよって3年間毎に延長できます。

 




