JNAフットケア理論
検定試験
JNA FOOT CARE THEORY EXAMINATION
試験要項

F
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この検定試験は、全国のJNA認定校で随時開催されます。
試験実施日程・会場の情報はJNAホームページでご案内します。
https://www.nail.or.jp

試験 概要

試験の名称
試験の目的

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も
のです。ネイリストがネイルサロンで行う、足の爪及びその周囲の肌などに対するお手入れによっ
て、
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います。

受験資格

この試験はお客様にネイル施術を行うための基本的な技術と理論を修得している方を対象に行
います。そのことを示す資格として下記のいずれかを取得していることが条件となります。
・ネイリスト技能検定試験(JNEC)：3 級以上
・JNAジェルネイル技能検定試験：初級以上
・JNA国際ネイリスト技能検定試験：3 級以上
※但し日本国内に合否通知送付先住所のある方。

試験方式

試験会場でセミナーを受講した後、
筆記試験を受験します。※実技試験はありません
＜タイムスケジュール＞
セミナー：120分 講義形式 内容：フットケアについての理論（休憩含む）
筆記準備： 30分
筆記試験： 30分 マークシート方式
※セミナー教材及び筆記試験の出題範囲は
「JNAテクニカルシステム～フットケア～」
です。
※筆記準備の時間に自習することが出来ます。
※筆記試験の用具として鉛筆またはシャープペンシル
（HBまたはB）
、消しゴム
（よく消えるもの）
を必ずお持ちください。ボールペン
（消せるボールペンも含む）
・サインペン等は使用できません。
※テキスト
「JNAテクニカルシステム～フットケア～」
を事前に購入のうえ、試験当日持参する必要があります。
購入を証明するために受験申し込み時にテキストに印字されているシリアルナンバーが必要となります。
一つのシリアルナンバーで受験出来るのは1名のみです。
尚、
再受験の場合、
テキストを再度購入する必要はありません。

合格基準

合格証書
試験会場

受験料

セミナーを受講し、筆記試験の得点が100点満点で80点以上であること。
※開始時刻に遅刻した場合は受験できません。
※テキストを忘れた場合は受験できません。
※筆記用具を忘れた場合は減点対象となります。
※受講態度が悪い場合は減点対象、失格対象になることがあります。

合格者には合格証書（ディプロマ）
を発行します。
JNA認定校会場（全国のJNA認定校が主催）
※本検定試験は、全国のJNA認定校で随時開催されます。
試験実施日程・会場の情報はJNAホームページに掲載されます。

・一般価格：8,000円＋消費税
・会員価格：6,000円＋消費税
※テキスト代（3,000円＋消費税）
は含まれません。
※申込後の取り消しは一切お受けできません。
※受験料は、試験施行中止以外、
理由のいかんに関わらず返金いたしません。

合格証書（ディプロマ）
※イメージ

＜会員価格対象者＞
①JNA個人会員
（正・一般）
②JNA法人会員
（正・賛助）
の社員
③JNA認定ネイルサロンのスタッフ
④主催認定校の在校生
⑤主催認定校の卒業生
※①②の場合、受験申し込みまでに入会
申込手続きが完了して、会員証が発行
されている必要があります。

申し込みから合否発表までの流れ
この検定試験は、全国のJNA認定校で随時開催されます。
試験実施日程・会場の情報は JNAホームページでご案内します。
受験のお申し込みは主催のJNA認定校にて受け付けます。
申込期間、定員などの情報は JNAホームページ、
主催認定校からのご案内でご確認ください。
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●受験申込書の提出
お申し込みには下記の情報が必要です。
① 受験者情報：氏名、
性別、
生年月日、
住所、
電話番号、
メールアドレス 等
② 取得している資格の種類と合格認定番号

受験申し込み
受験料のお支払い

③ 事前に購入しているテキストのシリアルナンバー（テキスト裏表紙の内側に印字されています）
※一つのシリアルナンバーで受験出来るのは1名のみです。
④ 会員価格の適用を希望する場合は会員資格を証明する情報
（会員番号等）

●受験料の支払い
主催認定校から案内される方法でお支払いください。

2

●試験当日は、
主催認定校からの事前の案内に沿って受験してください。
日時、場所等の情報は、
主催認定校からのご案内でご確認ください。
試験（セミナー）
の開始時刻に遅刻した場合、
受験することは出来ません。

試験当日

※当日の問合せ先：主催認定校までご連絡ください。

●受験票について
当日、試験会場で受験票をお渡しします。
試験後の問い合わせなどに必要となりますので大切に保管してください。
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●合否通知は、
後日、
JNAより直接受験者に送付します。

合否通知、
合格証書送付

合否通知発送予定日は、
受験申し込みの際にご確認ください。
合格者には合格証書（ディプロマ）
が付与されます。
（合否通知と同封）
※合否通知、合格証書の未着についての問い合わせはJNA事務局までご連絡ください。
お問合せの際は、受験票に記載された受験番号をお伝えください。

JNAフットケア理論検定試験 指定テキスト
「JNAテクニカルシステム～フットケア～」

ネイリストがフットケアを行ううえで必須となる基本知識と技術を網羅！
■ 体裁：B5 サイズ、84 ページ、オールカラー ■ 内容：第 1 章：フットケア基礎理論
■ 定価：本体 3,000 円＋税
第 2 章：フットケア技術
巻 末 ：用語辞典

シリアルナンバーは
テキスト裏表紙の内側に
印字されています。

■お買い求めは全国の JNA 認定校、ネイルディーラー、ネイルショップで
※お近くに取扱店がない場合はJNAホームページからご注文ください。［URL］https : //www.nail.or.jp
★ JNA 個人会員、法人会員が JNAから直接購入する場合は会員価格が適用されます。 ★注文数などの条件によって送料等がかかる場合があります。

JNAフットケア理論検定試験
JNA FOOT CARE THEORY
EXAMINATION

JNA入会案内
【個人会員特典】
【対象】
・ネイリスト、及びネイリストをめざす方
・ネイルに関心を持つ一般の方

・美容産業に従事されている方

個人正会員、個人一般会員の2種類です。
入会金：￥10,000 ※ ※JNA認定校在校生は正会員入会金が

年会費：￥12,000
■個人一般会員 入会金：無料
年会費：￥6,000

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。

【個人会員種別 及び 会費】
■個人正会員

1 . 情報満載の会報誌「Natiful (ネイティフル)」
を無料でお届け。
2 . 協会主催イベントに無料でご招待。

免除となります。

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）。
9 . 日常生活・旅行・レジャーで利用できる特典いっぱいの
「JNA会員お得サポートbyえらべる倶楽部」が利用できます
（個人正会員のみ）
10. 入院治療費を実質自己負担0円にできるガン保険に、
お得な保険料で加入できます。
（ネイルサロン経営・勤務の方）

【入会お申込方法】
■ オンラインによる手続き

■ 郵送による手続き

1 . JNAホームページへアクセス
https：//www.nail.or.jp/member/kojin/online.html

1 . JNAホームページより入会申込書をプリントアウト
https：// www.nail.or.jp/member/kojin/kojin_howto.html

2 . お申込みページから必要事項を入力

2 . 必要事項を記入

3 . 画面上の案内に従い
「入会金」
「年会費」
をクレジットカード
もしくはコンビニ決済で支払い

3 .「入会金」
「年会費」
「入会申込書」
を現金書留にてJNA事務局へ郵送

※いずれの場合も、
入金確認後、2週間程度でお手元に会員カードが届きます。 ※JNA認定校在校生の方で正会員に入会される方は郵送による手続きでお申込みください。

※法人会員の入会お申込み手続きについてはJNAホームページでご確認ください。

※記載内容は2020年1月1日時点での情報です。変更になる場合がありますのでご了承ください。
個人情報の取り扱いについて
当試験にお申し込みされた方（以下「申込者」）の個人情報は、お申し込みいただいた試験の実施に必要な範囲内で、その目的の達成に必要な限度に応じて使用いたします。また、この個人情
報の収集は、適法かつ公正な手段によって行われるものとします。当試験の運営団体である NPO 法人日本ネイリスト協会（以下「当協会」）は、申込者から収集した個人情報を申込者本人の書
面による同意なしに第三者に開示することは原則としてありません。（但し、当試験の受験資格を示すものとしてネイリスト技能検定試験の資格取得を申請した申込者については、その確認のため、
個人情報を公益財団法人日本ネイリスト検定試験センターに提供します。なお、当該申込者については、同センターが保有する当該申込者の個人情報を資格取得の確認のために利用することに
もご同意いただくものとします。）試験終了後、当協会または当協会が業務を委託する団体から、次回以降の試験やその他当協会の事業に関する情報をダイレクトメール、電話、E メール等でご
案内させていただくことがあります。ご案内を中止されたい方は当協会までご連絡ください。
当協会が取り扱う個人情報については、
こちらからご確認をお願いします。

https://www.nail.or.jp/about/privacy.html

NPO法人日本ネイリスト協会 〒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

