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ネイル総合コース
じっくり勉強して資格を取得！自信をつけたい方にオススメ

ベーシックネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級、JNA ジェルネイル検定初級対策やネイルの基礎知識などを総合
的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定初級は自校受
験可能（実技免除）

(57 時間　3 時間 ×19 回 )

230,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級

JNAジェルネイル技能検定初級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：200,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

プロフェッショナルネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級・2 級、JNA ジェルネイル検定初級・中級対策やネイルの基礎知
識などを総合的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定
初級は自校受験可能（実技免除）

(126 時間　3 時間 ×42 回 )

430,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級・2級

JNAジェルネイル技能検定初級・中級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：400,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：1年
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

インストラクターネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級・2 級・1 級、JNA ジェルネイル検定初級・中級・上級対策やネイルの基礎知識などを総
合的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定初級は自校受験可能（実技免除）

(330 時間　3 時間 ×110 回 )

1,030,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級・2級・1級

JNAジェルネイル技能検定初級・中級・上級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：1,000,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：１年半
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

セルフネイルコース
ワンランク上の仕上がりにしたい、新しいアートが学びたい方

１DAY コース
(3 時間　3 時間 ×1 回 )

7,500 円 /1 回
入学金：0 円　授業料： 7,500 円

金額

ポイントで学びたい方にオススメのコース

就職促進レッスン

特待生コース

70,000 円

とにかく早くネイリストとして就職したい方。夢のプロネイリストへの道をサポートします

ネイル未経験でネイリストになりたい方、I-nails group で一緒に働きたい方大歓迎！最大の魅力はグループ直営ファストサロン

『NAIL MAISON』に就職が出来ること。NAIL MAISON では、ジュニアネイリストのサポートのため専属インストラクターが所属

してますので安心してください。こちらのコースでは即戦力としての技術力、接客力、マナーから就職までをサポートします。

履修期限 (有効期限 )：6ヵ月

入学金：0 円
授業料：70,000 円

141 時間＋最大 100 時間研修【2 ケ月】 （3 時間 ×47 回 )

ネイリストになりたい方を応援します！

金額 その他

夢のネイリストになれる！就職までサポートする特別コース

プロ即戦力コース

180,000 円

検定対策コースや他校のコースでは学べない、サロンワークデザインなどの的確な実践力が身につきます。

検定技術のみではネイリストとして働くことは出来ません。プロ即戦力コースでは、最短で⑴ヶ月（個人差あり）でネイリスト

として働く時に必要なサロンワークが学べるコースになります。即戦力としての技術力、接客マナー、メニュー作りから集客、

サロン運営方法まで生徒さん一人一人にあったレッスンが可能！！

履修期限 (有効期限 )：6ヵ月

フリーレッスン：期限内無制限
入学金：0 円
授業料：180,000 円

(60 時間   3 時間 ×20 回 )

金額 その他

プロ即戦力コースなら最短 1ヵ月でネイリストになれる

授業日 月曜から日曜日 授業時間 午前 :10 時～ 13 時 / 午後 :14 時～ 17 時 / 夜間 :19 時～ 22 時 ( 月曜・水曜のみ )

アイネイルズネイルスクールは、それぞれのライフワークバランスに合わせて柔軟なカリキュラムをご用意しております。忙しくてなかなか夢への第一歩
を踏み出せない方のお手伝いがしたい。サロンワークするネイリスト、セルフネイリスト、オーナーネイリスト、多様な働き方のあるネイリスト。アイネ
イルズネイルスクールで学び、自分のなりたい夢のネイリストを目指してください。

夢のプロ
ネイリストに
なりたい!!



学科

爪の構造・爪の病気 / トラブル /
皮膚科学 / 衛生学 / 色彩理論 /

バクテリアについて

ネイルケア

ファイリング /
キューティクルケア /

ハンドマッサージ

フットケア

ファイリング /
キューティクルケア /
マッサージ / 角質ケア

フィルイン

ジェルフィルイン /
スカルプフィルイン

フットジェル

フットジェル / アート

BS

BS デモ（巻爪補正）

リペア

亀裂が入った爪の補修 /
弱い爪の補強

チップ＆ラップ

シルクを使用した長さだし

ハンドジェル ジェルアート チップオーバーレイ

ハンドジェル /
ジェルアート

ジェルを使ったアート ネイルチップを使った
イクステンション

スカルプチュア

グラデ / ナチュラル /
クリア / フィルイン

マシーン

アクリルアート エアブラシ アートチップ/ オーダーチップ

アクリル絵の具などを使った
ネイルアートなど

マシーンケア / オフ /
フィルイン

エアブラシを使った
グラデーションアート オーダーチップ作成

3Dアート

アクリルパウダーなどによる
立体的なアート

※検定対策

デザインスカルプチュア

JNEC ネイリスト検定３級対策 JNEC ネイリスト検定２級対策 JNEC ネイリスト検定１級対策

JNEC ネイリスト検定３級対策

フレンチスカルプ /3D アートを
埋め込んだスカルプチュア

JNEC ネイリスト検定２級対策 JNEC ネイリスト検定１級対策

JNA ジェルネイル検定初級対策

JNA ジェルネイル検定初級対策

JNA ジェルネイル検定中級対策

JNA ジェルネイル検定上級対策 JNA 認定講師検定対策 サロンワーク講習

JNA ジェルネイル検定上級対策

JNA ジェルネイル検定中級対策

サロンワーク研修

「NAIL MAISON」での
サロン実習（希望者）

無料補講

苦手箇所の克服に
お使い下さいJNA 認定講師検定対策

サロンワークでの不可欠な
マシーンワーク、時短方法など

レッスン内容の詳細一覧
各コースによって様々なレッスンを受講する事が出来ます

認定講師対策コース

JNA 認定講師検定を学ぶコース。

(45 時間　3 時間 ×15 回 )

130,000 円 JNA 認定講師

入学金：30,000 円
授業料：100,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：1年
フリーレッスン：期限内無制限

その他

検定対策コース
3 級検定対策コース

本部認定講師が検定に必要なポイントを指導！

JNEC ネイリスト検定 3級を学ぶコース。

(21 時間　3 時間 ×7 回 )

80,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級

入学金：30,000 円
授業料：50,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月

その他

2 級検定対策コース

JNEC ネイリスト検定 2級を学ぶコース。

(21 時間　3 時間 ×7 回 )

80,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 2級

入学金：30,000 円
授業料：50,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月

その他

1 級検定対策コース

JNEC ネイリスト検定 1級を学ぶコース。

(51 時間　3 時間 ×17 回 )

150,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 1級

入学金：30,000 円
授業料：120,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月

その他

ジェル初級コース

JNA ジェルネイル検定初級を学ぶコース。

(24 時間　3 時間 ×8 回 )

60,000 円 JNA ジェルネイル検定初級

入学金：30,000 円
授業料：30,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月

その他

ジェル中級コース

JNA ジェルネイル検定中級を学ぶコース。

(36 時間　3 時間 ×12 回 )

90,000 円 JNA ジェルネイル検定中級

入学金：30,000 円
授業料：60,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ケ月

その他

ジェル上級コース

JNA ジェルネイル検定上級を学ぶコース。

(45 時間　3 時間 ×15 回 )

115,000 円 JNA ジェルネイル検定上級

入学金：30,000 円
授業料：85,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ケ月

その他



学科

特待生
コース

プロ即戦力
コース

プロフェッショナル
ネイルコース

インストラクター
ネイルコース ３級対策コース 2級対策コース 1級対策コース

ベーシック
ネイルコース

ジェル中級
対策コース

ジェル上級
対策コース

ジェル初級
対策コース

ネイルケア

フットケア　

フットジェル

BS

リペア

チップ＆ラップ

フィルイン

ハンドジェル

ジェルアート

チップオーバーレイ

スカルプチュア

マシーン

アクリルアート

エアブラシ

3Dアート/エンボスアート

デザインスカルプチュア

JNEC ネイリスト検定３級対策

JNEC ネイリスト検定２級対策

JNEC ネイリスト検定１級対策

JNAジェルネイル検定初級対策

JNAジェルネイル検定中級対策

JNAジェルネイル検定中級対策

JNA 認定講師検定対策

サロンワーク講習

サロンワーク研修

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇〇 〇 〇 〇

〇〇 〇 〇

〇〇〇

〇

〇

〇〇

〇

〇〇〇

〇〇

〇〇

〇〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇〇〇

〇〇

〇

〇

〇〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

コース別比較表 1DAYコース

〇〇

〇〇

〇

〇

〇 〇〇

〇〇

〇〇

無料補講 〇 〇〇

JNA認定講師検定
対策コース

〇

〇

〇〇

アートチップ/オーダーチップ
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ネイル総合コース
じっくり勉強して資格を取得！自信をつけたい方にオススメ

ベーシックネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級、JNA ジェルネイル検定初級対策やネイルの基礎知識などを総合
的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定初級は自校受
験可能（実技免除）

(57 時間　3 時間 ×19 回 )

230,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級

JNAジェルネイル技能検定初級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：200,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：6ヵ月
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

プロフェッショナルネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級・2 級、JNA ジェルネイル検定初級・中級対策やネイルの基礎知
識などを総合的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定
初級は自校受験可能（実技免除）

(126 時間　3 時間 ×42 回 )

430,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級・2級

JNAジェルネイル技能検定初級・中級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：400,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：1年
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

インストラクターネイルコース

JNEC ネイリスト検定 3 級・2 級・1 級、JNA ジェルネイル検定初級・中級・上級対策やネイルの基礎知識などを総
合的に学ぶコース。ネイル技術を幅広く学びたい方にオススメ。JNA ジェル検定初級は自校受験可能（実技免除）

(330 時間　3 時間 ×110 回 )

1,030,000 円 JNEC ネイリスト技能検定 3級・2級・1級

JNAジェルネイル技能検定初級・中級・上級

ネイルサロン衛生管理士
入学金：30,000 円
授業料：1,000,000 円

金額 取得できる資格

履修期限(有効期限 )：１年半
就職相談：期限内無制限

フリーレッスン：期限内無制限
不合格時検定対策レッスン：無制限（条件あり）

その他

セルフネイルコース
ワンランク上の仕上がりにしたい、新しいアートが学びたい方

１DAY コース
(3 時間　3 時間 ×1 回 )

7,500 円 /1 回
入学金：0 円　授業料： 7,500 円

金額

ポイントで学びたい方にオススメのコース

就職促進レッスン

特待生コース

70,000 円

とにかく早くネイリストとして就職したい方。夢のプロネイリストへの道をサポートします

ネイル未経験でネイリストになりたい方、I-nails group で一緒に働きたい方大歓迎！最大の魅力はグループ直営ファストサロン

『NAIL MAISON』に就職が出来ること。NAIL MAISON では、ジュニアネイリストのサポートのため専属インストラクターが所属

してますので安心してください。こちらのコースでは即戦力としての技術力、接客力、マナーから就職までをサポートします。

履修期限 (有効期限 )：6ヵ月

入学金：0 円
授業料：70,000 円

141 時間＋最大 100 時間研修【2 ケ月】 （3 時間 ×47 回 )

ネイリストになりたい方を応援します！

金額 その他

夢のネイリストになれる！就職までサポートする特別コース

プロ即戦力コース

180,000 円

検定対策コースや他校のコースでは学べない、サロンワークデザインなどの的確な実践力が身につきます。

検定技術のみではネイリストとして働くことは出来ません。プロ即戦力コースでは、最短で⑴ヶ月（個人差あり）でネイリスト

として働く時に必要なサロンワークが学べるコースになります。即戦力としての技術力、接客マナー、メニュー作りから集客、

サロン運営方法まで生徒さん一人一人にあったレッスンが可能！！

履修期限 (有効期限 )：6ヵ月

フリーレッスン：期限内無制限
入学金：0 円
授業料：180,000 円

(60 時間   3 時間 ×20 回 )

金額 その他

プロ即戦力コースなら最短 1ヵ月でネイリストになれる

授業日 月曜から日曜日 授業時間 午前 :10 時～ 13 時 / 午後 :14 時～ 17 時 / 夜間 :19 時～ 22 時 ( 月曜・水曜のみ )

アイネイルズネイルスクールは、それぞれのライフワークバランスに合わせて柔軟なカリキュラムをご用意しております。忙しくてなかなか夢への第一歩
を踏み出せない方のお手伝いがしたい。サロンワークするネイリスト、セルフネイリスト、オーナーネイリスト、多様な働き方のあるネイリスト。アイネ
イルズネイルスクールで学び、自分のなりたい夢のネイリストを目指してください。

夢のプロ
ネイリストに
なりたい!!



一流のネイリストになるための
一人ひとりに寄り添う「安心サポート」

アイネイルズ ネイルスクールの教育システムは、基礎をしっかり抑えながらも尚且つキャッチーなデザイ
ンが身につくよう設計されています。検定から実践で使える技術や接客術マナーが学べ、一人一人に合っ
たカリキュラムをご用意しています。JNA 認定校ならではのサポート、アイネイルズ直営スクールならでは
の就職サポートもございます。卒業した後も相談の窓口はずっと無料で解放されています。
夢を叶えるまで責任を持ってご対応いたします。

SUPPORT

安心と信頼の
JNA 認定校

NPO 法人日本ネイリスト協会が定める

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。様々なサポー

ト、特典がございます。

相モデル形式の授業

実際に人の手に練習できるため身に
付く速度が違います。

無制限
フリーレッスン

在学期間中は個人練習用に実習室が無

料で解放されています。

実際にサロンで仕様しているプロ専用

商材が無料貸し出ししています。特別

価格で購入も可能。

少人数制レッスンプロ仕様の教材

当スクールでは、確実に技術を取得す

るために少人数制・個別指導を行なっ

ています。

検定合格保証

万が一検定に落ちてしまっても、合格

するまで無料で検定試験のアドバイスや

レッスンを受けることが可能です。

校内模擬試験

模擬試験では自分の苦手な部分がわかる

だけではなく試験当日にリラックスして

受講できます。

人気のトレンド
アートセミナー

実際の現役プロネイリストから、流行

のトレンドアートを学べるアートセミ

ナーを定期的に行っています。

検定モデル
爪の育成指導

検定本番モデルやコンテストモデルの

爪の育成指導を行います。

就職サポート

直営サロンへの就職サポート。面接に

必要な面接マナーから履歴書の書き方、

就職相談まで希望の方はご相談頂けま

す。

現場実習・系列サロン
へのインターン制度
直営サロンへの現場実習が可能。接客

スキルや運営方法を学ぶことが出来ま

す。

各検定の自校開催

JNA 認定校では『JNA ジェル技能検定

の各級』『フットケア検定』『衛生管理

士』の自校開催が可能です。



EMPLOYMENT
SUPPORT
就職サポート制度
アイネイルネイルスクール独自制度

アイネイルズスクールならではの就職サポート。
当スクールでは、ネイリストになりたい方を応援いたします。

当スクールでは、ネイリストになりたい方を応援いたし

ます。他社の求人紹介はもちろんですがアイネイルズ直

営スクールだからこそ出来るグループ独自の教育サロン

NAIL MAISON に希望の方は就職が可能です。特待生コー

スは実戦に必要な技術に特化したコースになりますので

こちらのコースを卒業頂ければすぐに就職可能です。ネ

イルスクールの多くは資格取得をメインにしたカリキュ

ラムになります。資格を取るのはもちろんですが資格を

取得しただけですとネイルサロンでは働けません。福利

厚生の問題から将来が不安でネイリストを諦める方、親

御さんに反対される方もたくさんいると思います。多く

のネイルサロンは長い研修もありますし、中途採用のみ

のネイルサロンもたくさんあります。

資格を取得しても働く先に困る方が増えているのが現実

です。本校の講師は、実際にネイリストの面接もしてき

ましたがネイルスクールを卒業してすぐに働けるスクー

ル卒業生が少ない事も分かっています。ただ、即戦力と

して働けるネイリストに育てる！と言うネイルスクール

はあると思いますがそれだけでは、まだ不安は解消され

ません。就職活動はどのくらいかかるのか。就職してか

らの練習はどうしたらいいのか。長い年月スクールに通

い、資格を取得し高額なお金を払い卒業しネイリストに

なれる！と思ったらお給料が貰えない、長い下積みがあ

る、アシスタントのみで中々技術が身につかない。など

そんな全ての悩みを解決し年齢に関係なく皆さまの夢を

サポートするために出来た就職サポートになります。



特待生コース
SPECIAL STUDENT COURSE

夢のネイリストになれる！

就職までサポートする特別コース。

ベーシックネイルコース
BASIC NAIL COURSE

ネイルケアやカラーのネイルの

基礎を学ぶコース。

プロフェッショナルネイルコース
PROFESSIONAL NAIL COURSE

ベーシックネイルコースの内容に加えて、

チップ & ラップ（爪の補強）やアートを

学ぶコース。

インストラクターネイルコース
INSTRUCTOR NAIL COURSE

プロフェッショナルコースの内容に加え

て、スカルプチュア（爪の長さだし）やアー

トの上級テクニックを習得し、即戦力とし

てレベルの高い就職を目指します。

プロ即戦力コース
PROFESSIONAL READINESS COURSE

プロ即戦力コースなら最短１ヶ月で

ネイリストになれる。

１DAYコース
1 DAY COURSE

ネイルケア、ネイルアートに関する

技術及び知識。

ご見学・ご相談ご希望の方へ
アイネイルズ ネイルスクールでは、一人一人に合った様々のコースをご用意してます。お気軽にご相談ください。

授業日 月曜から日曜日 授業時間 午前 :10 時～ 13 時 / 午後 :14 時～ 17 時 / 夜間 :19 時～ 22 時 ( 月曜・水曜のみ )

連絡先 TEL  03-6427-8758

LINE＠ ＠inailsnailschool    

メール inails-school@lareine.co.jp

あなたはどのコース？
適正診断

DESIRECHOISE
YOUR
あなたの理想のネイリストは？

A B C

D E F
コース【E】へ

コース【F】へ

〈A〉

〈B〉

〈C〉 〈D〉〈F〉〈E〉

01 02 03

04 05

06 07 08

09 10 1 1
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NO

YES
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NO
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NO
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I-nails nail school 独自の教育システム

特待生コースを受講
マシーンワークやジェルネイル、サロンワークで必要な技術が学べ

ます。ネイリストとして働ける技術を取得できます。

若手在籍サロン「NAIL MAISON」

受講終了後は若手在籍サロン
ネイルメゾンに就職

受講終了後は NAIL MAISON に就職！！

専属インストラクターやベテラン店長がついていますので分からない技

術面や接客面をすぐに克服でき成長できます。

グループトップサロン「I-nails」「NailDeuxPrier」へ移籍

プロネイリストとして幅広く活躍
NAIL MAISON でしっかり経験を積んだ後は、グループトップサロンに就

職できます。一流のプロネイリストとして幅広く活躍しているトップネ

イリスト達が多数在籍しています。

01

02

03

Advance to a dream

ネイリストになりたい方を応援いたします。

サロンワークに特化した効率重視の集中コース

ネイル未経験でもネイリストになりたい方、Inails group で一緒に働きたい方大歓迎！最大の魅力は、直営ジュニアサロ

ン『NAIL MAISON』に就職が出来ること。NAIL MAISON では、ジュニアネイリストのサポートのため専属インストラクター

が所属してますので安心してください。こちらのコースでは即戦力としての技術力、接客力、マナーから就職までをサポー

トします。

特待生コースはサロンワークに特化した、すぐに現場で使える

技術を学べるコースになります。スクールでは中々学べないサ

ロン就職に必要な技術、接客マナーが学べる NAIL MAISON に

就職したい方限定のコースになります。

01
COURSE

特待生コース(面談あり)
アイネイルズ独自の教育コース

夢のネイリストになれる！就職までサポートする特別コース



現役トップネイリスト、JNA本部認定講師の技術を

目の前で教えて貰える時間はとても貴重です

アイネイルズネイルスクールは選んで間違いないスクールです！現役プロの先生方は、未経験の私にも分か

りやすく丁寧に指導して下さりました。現役トップネイリスト、JNA 本部認定講師の技術を目の前で独占し

ながら教えて貰える時間はとても貴重です！カリキュラムも充実していて、インプット &アウトプットの両

方が叶うスクールです！自分の努力次第で短期間で就職することもできるので、本格的にネイルの技術を身

につけたい方は是非一度見学にいらしてください！

スクール卒業生：飯島さん

未経験でもすぐに現場で実践経験を

積める環境が魅力です

スクール卒業生：城間さん

アイネイルズネイルスクールは、自由に通学スケジュールが組める点、そして未経験でもすぐに現場で実践

経験を積める環境が魅力です。卒業後はネイルメゾンに就職。未経験でもしっかりとした教育制度が整えら

れているので、日々一生懸命スキルアップに励みました。その後半年でトップサロンへ配属。ネイリストの

仕事は思っている以上に大変だったり上手くいかなくなったりしますが、だからこそ上手くなりたいって思

えたり、出来なかったものができるようになった時の喜びを感じれるステキな職業です。

Continue to

seek the ideal

OriginalMethod 特待生コースならグループ直営若手在籍サロン

『NAIL MAISON』に就職可能

他校との違いはやはりアイネイルズ グループだからこそアイネイルズ グループだからこそ実現可能な独自の教育システムになります。他校では卒業までの

期間が長く、卒業しても実際にネイルサロンへ就職出来る可能性は高くはありません。しっかりとした知識と技術を学び、すぐにネイルサロンへ就職して

実際の現場でネイリストとしての業務を行いながら学べる環境があるアイネイルズ グループだからこそ出来る即戦力コースになります。

1ヵ月受講

サロン入社＆
ネイリスト
デビュー

特待生コースで技術を取得後すぐにグループ直営サロンの「NAIL 
MAISON」に就職が可能！最短 1 ヵ月で夢のネイリストデビュー
ができます！もちろんネイリストに必要な技術はしっかりと身に
つける事が出来るのでご心配なく。

半年ネイルメゾン勤務

最短 1ヵ月でネイルサロンへ就職可能

トップサロン
移籍

毎月開催される技術テストに向けてレッスン！疑問点
は、専属インストラクターがいるのですぐに解決できま
す。トップサロンへのインターンもあるので自分に合う
トップサロンに就職も可能！

若手在籍サロンで働きながら学べる
人気ネイリスト多数在籍のトップサ
ロンに就職。ネイリストとしてのキャ
リアを積んでいきましょう。

トップサロンで活躍

1年～1年半受講 1ヵ月～半年就職活動

就職活動
開始

サロン
入社

1ヵ月研修

他校の場合、就職活動に至るまでの期間が長い。さらに就職保障制度を導入されていないケースが多い。

ネイリスト
デビュー他校

Bスクール

3ヵ月～半年 毎日 5~6 時間受講必須

職業訓練校の場合、就職活動に至るまでの期間がさらに長い。毎日長時間の受講が必須。就職保障制度も導入されていない。

就職活動
開始

職業
訓練校

StudentWorks
受講生の成長過程

「3Dくまさんアート」に挑戦 !!
● 先生の見本

● 受講開始時の作品 ● 受講後の作品

先生が作ったアートを真似してみよう！初めから上手に出来るわけではありません！

アートが得意なアイネイルズだからこそ出来るアートセミナー！学べば誰でも上手になります！

ぷっくらと立体感を入れ、配色やパーツごとの
バランスを整えて可愛く綺麗に仕上げる点がポイント！

立体感がなく全体的に
潰れてしまってる印象…

バランスが良くなり
立体感も出てます！

人気の「天然石アート」に挑戦 !!
● 先生の見本

● 受講開始時の作品 ● 受講後の作品

天然石ならではのグラデーションを入れた事で奥行きが生まれ、
さらに繊細なアートを入れる点がポイント！

ベースのグラデーションが
無く繊細さに欠ける印象…

グラデーションによる奥行きが
生まれて凄くリアルに！





プロ即戦力コースなら
最短１ヵ月でネイリストとしての技術が学べる！

１: 人気ネイルサロンの運営方法が学べる

２: 集客に効果的な SNS の活用法を学ぶ

３: コンセプトを決め内装やインテリア雑貨について考える

４: 料金表やネイルアートのサンプルチップの作成

５: お客様に繰り返しお越し頂ける接客技術

６: クーポンやキャンペーンの作成方法

７: 実際のネイルサロンへの自習

※個人差あります。

こちらのコースは、検定コースや他校では教えてもらえないサロンワー

ク、デザインなど的確な実践力が身につきます。検定技術のみでは

ネイリストとして働くことは出来ません。プロ即戦力コースでは、最短

で 1 ケ月 ( 個人差あり ) でネイリストとして働く時に必要なサロンワー

クが学べるコースになります。即戦力としての技術力、接客マナー、

メニュー作りから集客、サロン運営方法まで全て学べます！

家事や子育てがあるためフルタイムで働くことができない方や、今の仕事を続けながら副業として収入を得たい方にはホームネイルサロンの開業をおすすめします。圧倒

的集客力を持つ Inails Group だからこそ出来る開業を成功させるためのノウハウを伝授できるのです。

プロ即戦力コース

子育てが忙しい方や副業として収入を得たい方

ホームネイルサロン開業

02

1.

2.

3.

サロンオーナーになりたい方！
ネイリストとして就職したい方にオススメのコース

I-nails NAIL SCHOOLの開業サポート

COURSE

自分で自由に時間を組んで、フリーランスな働き方をしたい方！どこかのサロンと契約し、特定の日時や時間、もしくは予約がある時だけ働き、成果報酬制で収入を得ると

いうやり方もあります。ある程度の自由も感じながら働くことが出来るので、自分のサロンを持つ前にリスクの少ないフリーネイリストとして活躍するのはいかがでしょうか。

フリーネイリストとして働く

出張ネイリストとは店舗や自宅などの特定の場所ではなく、直接お客様の元に赴いてネイルを施すネイリストのことです。また、自分のペースで仕事を入れることが出来

るので、副業や主婦の片手間で出張ネイルを行うのも難しくありません。その他にも、イベントや結婚式のお仕事を依頼されたりと出張ネイリストのお仕事は毎日環境が

変わるので好奇心旺盛で色々な経験がしたいという方は出張ネイリストにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

出張ネイリストして働く

卒業後の
活躍先

インストラクター

特待生コース卒業後のCAREER PLAN
バリエーション豊かで進化し続けられる職場環境 I-nails Group

女性が長くやりがいをもって働けるキャリアプラン。ネイリストとしての将来の幅がグンと広がります。
働く上での「安心・安定」「成長促進」「透明性評価」という現代に増えつつあるワークスタイルニーズへの取組の積極的に導入していきます。

有給・育休取得率やセカンドキャリアのポジション選定。あらゆる年代の働くを喜びに変えられる職場環境です。

TechnicalInstractor
店長・副店長

StoreManager
マネージャー

Manager
プレス

AttachDePress

商品開発

ProductDevelopment
スクール事業

SchoolBusiness
EC事業

ECBusiness
独立

Independence

特待生コース
I-nails 独自教育システム

若手育成サロン就職
グループ直営「ネイルメゾン」

トップサロン就職
「I-nails」「NailDeuxPrier」
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検定対策コース
検定を取得したい方にオススメ

本
部
認
定
講
師
が

検
定
に
必
要
な

ポ
イ
ン
ト
を
指
導
。検定取得に必要なポイントを

プロから学べる!!

検定取得レッスンの担当講師は全てネイリスト協会の

本部認定講師が行います。

検定取得レッスンでは、現役ネイリストであると同時に検定の試験監督を務める

日本ネイリスト協会本部認定講師が検定に必要なポイントを指導します。

検定取得レッスンの担当講師は全てネイリスト協会の認定講師が行います。

検定合格のための校内模擬試験や問題集の配布なども行っています。

03
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ネイル総合コース
本部認定講師が指導

じ
っ
く
り
勉
強
し
て

資
格
を
取
得
。

自
信
を
つ
け
た
い
方
に

オ
ス
ス
メ
で
す
。

基礎知識から応用編まで

幅広く学べる!!

ネイル総合コースでは、検定内容からネイルの基礎知識、

応用編まで幅広く総合的に学ぶコースです。

ネイリストに必要な技術を総合的に学びたい方、どのコースを学ぶか迷われえている

方はこちらがオススメです。じっくり勉強して資格を取得。

自信をつけたい方にオススメのコースです。

指導は本部認定講師が行います。



授業日 月曜から日曜日 授業時間 午前 :10 時～ 13 時 / 午後 :14 時～ 17 時 / 夜間 :19 時～ 22 時 ( 月曜・水曜のみ )

アイネイルズネイルスクールは、それぞれのライフワークバランスに合わせて柔軟なカリキュラムをご用意しております。忙しくてなかなか夢への第一歩を踏み

出せない方のお手伝いがしたい。サロンワークするネイリスト、セルフネイリスト、オーナーネイリスト、多様な働き方のあるネイリスト。アイネイルズネイルスクー

ルで学び、自分のなりたい夢のネイリストを目指してください。

夜間レッスン

（検定取得レッスン）週4単位消化で5週間で3級・初級レベルに!!
家事で忙しい主婦でも、当スクールの自由に組めるレッスンスケジュール制度があれば、平日にしっかりとレッスンを組んで学び、
土日は家族とゆっくり過ごせます。週に３回のレッスンに加え一回のフリーレッスンで検定の復習をすれば５週間で 3 級、初級レベルに！

MON

TUE

WED

THU

10:00 ～自習練習

10:00 ～自習練習

10:00 ～レッスン

10:00 ～レッスン

FRI 14:00 ～レッスン

14:00 ～レッスン

SAT

SUN

夜間レッスン

（検定取得レッスン）週4単位消化で7ヶ月あれば上級・１級のプロレベルに!!
夜間レッスンを利用すれば、学業をこなしながら、夜はネイルのレッスンを受ける事ができます。
学校終わり週２回の夜間レッスンに加え、お休みの土曜日にフリーレッスンで復習と一回レッスンで７ヶ月あれば上級、１級のプロレベルに！

学校通学

学校通学

学校通学

学校通学

ゆったり休日

学校通学

19:00～夜間レッスンMON

TUE

WED

THU

FRI

14:00 ～レッスンSAT

SUN

19:00～夜間レッスン

主婦
C さんの場合

学生
Dさんの場合

通学モデルスケジュール

ライフスタイルに合わせた通学例

（プロ即戦力コース）週２単位消化で 10週間でネイリスト転職 !!
会社勤務で平日忙しい OL さんも、夜間レッスンを利用すれば、平日に 1 回、会社が休みの週末に 1 回受講でしっかりと学べます！
さらに週２回のレッスンに加え一回のフリーレッスンで復習をすれば、夢のネイリストに２ヶ月で転職が可能です！
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（特待生コース）週 6単位消化で二ヶ月でネイリストになれる!!
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会社勤務
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LESSON MODEL

アルバイト
B さんの場合

当スクールは自由に通学スケジュールが組めるので、アルバイトのシフトに悩まずにしっかりと通学が可能になります。
週に６回のレッスンに参加すれば２ヶ月で夢のネイリストになれます！

OL
A さんの場合



開校時間 / 10:00-22:00

I -NAILS GROUP

WEB / www.i-nails-school.jp

WEB / www.i-nails-co.jp

INSTAGRAM / @inailsgroup

INSTAGRAM / @inails_nailschool

午前 / 10:00-13:00　午後 / 14:00-17:00
夜間 / 19:00-22:00( 月曜・水曜のみ )

NAIL MAISON

WEB / www.nail-maison.jp

INSTAGRAM / @nailmaison

INSTRUCTOR
JNA本部認定講師在籍 、現場のプロネイリストから学ぶ

その他多数所属

JNA本部認定講師Chisaki Ubukata

一流のネイリストに最も必要なのは資格ではなく、技術、人間性どちらも一流である事です。

ネイルスクールが本来教えるべき事は検定に合格させる事ではなく、技術を教える事です。アイネイルズネイルスクールは常にトレンドを抑えた

アート技術を教えます。サロンワークするネイリスト、セルフネイリスト、オーナーネイリスト、多様な働き方のあるネイリスト。

アイネイルズネイルスクールで学び、自分のなりたい一流を目指してください。

JNA認定講師Ako Yoshioka

JNA 本部認定講師Masumi Saka

2011 年
JNA 認定スクール卒業と共に通っていたネイルスクール＆サロンから
スカウトを受け入社。新店舗オープンと共に夜間営業スタートさせる。

2013 年
JNA 認定サロン店長を務める。JNA 認定スクール講師開始。

2014 年
JNA ジェル技能検定自校開催を始める。スキルアップの為 NSJ ネイ
ルアカデミー入学。

2015 年
JNA 認定講師合格。プライベートサロン＆スクールオープン。

2016 年
美容専門学校ネイル講師開始。コンテスト出場。衛生管理指導員取得。

2017 年
職業訓練校を始める。未経験無資格者を３ヶ月で就職させる業務を担
う。

2018 年
JNA 本部認定講師取得。株式会社ラレーヌ入社。NAIL MAISON イン
スタラクター就任。

2019 年
I-nails nail school 立ち上げ。JNA フットケア理論検定試験資格取得。
I-nails nail school、NAIL MAISON マネージャー就任。

2012 年
通っていた JNA 認定スクール & サロンからスカウトを受け入社。

2013 年
JNA 認定スクール講師開始。

2014 年
JNA 認定サロン店長を務める。JNA ジェル技能検定自校開催を始める。
スキルアップの為 NSJ ネイルアカデミー入学。某大手サロン入社。

2016 年
店舗閉店を機にプライベートサロンオープン。コンテスト出場。

2009 年
福岡と大阪のサロンで勤務。サロンワーク、新人教育を担当。

2014 年
JNA 認定講師取得 ネイルサロン衛生管理指導員取得。店舗出店の際
のブランディングやインテリアコーディネートなどを担当。

2016 年
株式会社ラレーヌ入社。I-nails 梅田店勤務。PRESS メンバーとして
スタイルブックの製作に携わる。

2019 年
JNA 本部認定講師取得。NAIL MAISON 大阪インストラクター就任。
I-nails Nail School 講師。

2017 年
JNA 認定講師取得。JNA 衛生管理指導員取得。

2019 年
株式会社ラレーヌ入社。Nail Deux Prier 所属。NAIL MAISON 首都圏
専属インストラクター就任。I-nails Nail School 主任講師。JNA フッ
トケア理論検定試験資格取得。
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