
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。 2018



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

CONTENTS

入会案内 ………………………… 09　　協会組織図 ………………………… 10　　法人会員リスト…………………………  12
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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 Theory 
Examination
  JNA フットケア
  理論検定試験
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。

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

12
12

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 CARE

定価：3,240円（本体3,000円）

J
N
A
テ
ク
ニ
カ
ル
シ
ス
テ
ム 

〜
フ
ッ
ト
ケ
ア
〜
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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
・ ネイル＆ビューティースプラッシュ’89
　= 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
・インターナショナルネイルエキスポ‘99
　= 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。

●名誉本部認定講師
講師会および協会に対
する貢献が顕著な者から
理事会が選任し、講師会
役員に助言を与え、活動
を支援する役目を担って
います。

●常任本部認定講師
講師会の中枢として講
師会運営に寄与するとと
もに、JNAの発展に尽力
しています。

●本部認定講師
協会行事への積極的な
参加により、JNAの活動
を支えるとともに、JNA認
定校などでネイリストの育
成に努めています。

●ME（マスターエデュケーター）認定講師に対する教育及び指導を行う役目を担っています。
【HME】名誉本部講師として講師会及びMEの活動を指導しています。
【GME】講師会活動において長年の指導貢献があり、後進育成のために尽力しています。
【MEリーダー】MEのリーダーとして、自らMEとしての活動を遂行しながらMEの活動を統括しています。

HME
（8名）

ME
（総数74名）

名誉本部認定講師名誉本部認定講師

GME
（10名） 常任本部認定講師常任本部認定講師※

本部認定講師 ※

認定講師

<資格>
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
でおり、協会の主旨に
賛同し、活動・行事に協
力できること。

『JNAプロダクツ企業』の
中核として、高い目標・理
念をもち、組織を牽引。

協会の主旨に賛同し、そ
の活動を積極的に支援。

プロダクツ関連（メーカー、
ディーラー）の法人正会
員。新しく入会いただいた
法人正会員様は、ここに
属します。

JNA法人賛助会員

JNA法人正会員（プロダクツ）

JNA登録プロダクツ企業

JNA認定プロダクツ企業MEリーダー
（11名）

※常任本部認定講師は本部
　認定講師の中から、本部認
　定講師は認定講師の中か
　ら選出されます。

●名誉本部認定講師
講師会および協会に対
する貢献が顕著な者から
理事会が選任し、講師会
役員に助言を与え、活動
を支援する役目を担って
います。

●常任本部認定講師
講師会の中枢として講
師会運営に寄与するとと
もに、JNAの発展に尽力
しています。

●本部認定講師
協会行事への積極的な
参加により、JNAの活動
を支えるとともに、JNA認
定校などでネイリストの育
成に努めています。

●ME（マスターエデュケーター）認定講師に対する教育及び指導を行う役目を担っています。
【HME】名誉本部講師として講師会及びMEの活動を指導しています。
【GME】講師会活動において長年の指導貢献があり、後進育成のために尽力しています。
【MEリーダー】MEのリーダーとして、自らMEとしての活動を遂行しながらMEの活動を統括しています。

HME
（8名）

ME
（総数74名）

名誉本部認定講師名誉本部認定講師

GME
（10名） 常任本部認定講師常任本部認定講師※

本部認定講師 ※

認定講師

<資格>
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
でおり、協会の主旨に
賛同し、活動・行事に協
力できること。

『JNAプロダクツ企業』の
中核として、高い目標・理
念をもち、組織を牽引。

協会の主旨に賛同し、そ
の活動を積極的に支援。

プロダクツ関連（メーカー、
ディーラー）の法人正会
員。新しく入会いただいた
法人正会員様は、ここに
属します。

JNA法人賛助会員

JNA法人正会員（プロダクツ）

JNA登録プロダクツ企業

JNA認定プロダクツ企業MEリーダー
（11名）

※常任本部認定講師は本部
　認定講師の中から、本部認
　定講師は認定講師の中か
　ら選出されます。

ORGANIZATION CHART

●名誉本部認定講師
講師会および協会に対
する貢献が顕著な者から
理事会が選任し、講師会
役員に助言を与え、活動
を支援する役目を担って
います。

●常任本部認定講師
講師会の中枢として講
師会運営に寄与するとと
もに、JNAの発展に尽力
しています。

●本部認定講師
協会行事への積極的な
参加により、JNAの活動
を支えるとともに、JNA認
定校などでネイリストの育
成に努めています。

●ME（マスターエデュケーター）認定講師に対する教育及び指導を行う役目を担っています。
【HME】名誉本部講師として講師会及びMEの活動を指導しています。
【GME】講師会活動において長年の指導貢献があり、後進育成のために尽力しています。
【MEリーダー】MEのリーダーとして、自らMEとしての活動を遂行しながらMEの活動を統括しています。

HME
（8名）

ME
（総数74名）

名誉本部認定講師名誉本部認定講師

GME
（10名） 常任本部認定講師常任本部認定講師※

本部認定講師 ※

認定講師

<資格>
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
でおり、協会の主旨に
賛同し、活動・行事に協
力できること。

『JNAプロダクツ企業』の
中核として、高い目標・理
念をもち、組織を牽引。

協会の主旨に賛同し、そ
の活動を積極的に支援。

プロダクツ関連（メーカー、
ディーラー）の法人正会
員。新しく入会いただいた
法人正会員様は、ここに
属します。

JNA法人賛助会員

JNA法人正会員（プロダクツ）

JNA登録プロダクツ企業

JNA認定プロダクツ企業MEリーダー
（11名）

※常任本部認定講師は本部
　認定講師の中から、本部認
　定講師は認定講師の中か
　ら選出されます。

JNA 認定プロダクツ企業

JNA 登録プロダクツ企業

JNA 法人正会員 （プロダクツ企業）



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。 2018
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