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ファンタジーネイルズ
アクリルナショナルエデュケーターとは・・・

ネイリストの為にネイリストが作った
新たなビジネスツール

ファンタジーネイルズのエデュケーターシステムは、⽇本従来のエデュケーターシステムと
は異なります。肩書き⽬的で取得する資格ではなく、ビジネスのツールとして使っていただ
く資格です。

２０１６年に⽇本に上陸してから、まだ２年程しか経っていませんが、⽇本全国に約８０名
の
エデュケーターがいます。そしてこのたった２年間で、ファンタジーネイルズの名前が広
がったのは、エデュケーターの皆様が活動をしてくださっているからです。

近年スクールへの⼊学⽣が減っている中で、逆にスクール⽣が増えているスクールもあるこ
とをご存知ですか？
それは他にはないセミナーや授業を導⼊しているスクールです。
ファンタジーネイルズのエデュケーター活動されて、年間４０万〜１２０万円以上の売上増
加の実績があります。
「⼈が少ない」と諦めるのではなく、新しい技術や、セミナー⽅法、時代にあった告知など
を取り⼊れてあなた独⾃のスクールを作りませんか？

ファンタジーネイルズは、ヨーロッパのブランドなので、世界の最先端情報をどこよりも早
く皆様にご提供させていただいております。

私たちはこれからも進化し続けます。ぜひ⼀緒に勉強し⾃信を持った指導者を⽬指しましょ
う。



ファンタジーネイルズ
アクリルナショナルエデュケーターとは・・・

世界トップクラスの
Michi先⽣から直接学べます

世界基準の理論は驚きの連続

経験を積んでいただければ
１ランク上のエデュケーターに進むことも可能！全国各地より集結！！

新たな仲間が誕⽣します
技術は進化します。⾊々な
特別セミナーを開催します。



⽇時

募集⼈数

受講特典

申込期限

受講前資格

受講料⾦

親睦会

会場

第６期
アクリルナショナルエデュケーター

セミナー⽇ 2018年11⽉19⽇〜22⽇ ４⽇間
9:30〜20:30 39時間
※最終⽇のみ19:30まで

試験⽇ 2018年12⽉19⽇10:00-18:00予定
※会場は⼤阪を予定、相モデルで試験を⾏います

ファンタジーネイルズJAPAN本社
⼤阪市北区堂島2-2-26	アバンダント堂島3F

JR⼤阪駅桜橋⼝ 徒歩10分
JR北新地駅 徒歩５分
⻄梅⽥駅 徒歩５分

20名
※ただし愛知県、福岡県在住の⽅は募集⼈数に達している為ご応募は出来かねます。

下記の資格をご確認ください。
・４コースを受講済みの⽅
ベイビーブーマー２コース、バレリーナ、ミニパイプ、スクエアストラクチャー
・ネイル講師歴２年以上
・年１回のエデュケーター勉強会に出席できる⽅
・年に決められた回数のセミナー開催ができる⽅
・ファンタジーネイルズのセミナー活動ができる⽅
その他の詳細は、別紙「ライセンス取得条件誓約書」をご確認下さい。

・アクリル商品を特別価格でご購⼊いただけます。
・世界トップクラスのMichi先⽣が直接指導。
・世界の最新ネイル事情を知ることができます。
・ファンタジーネイルズのセミナーを開催することができます。
・マスターエデュケーターへの昇格権利があります。

受講費 ： ￥180,000＋消費税（テキスト、ディプロマ、Tシャツ 含む）
受験料 ： ￥20,000 ＋消費税
教材 ： 実費（授業で必要なものをすべてご持参お願いします）

事前申告期間 ：すでにお申し込みを希望されている⽅は、事前申込をすることが
可能です。お⽀払いは申込期間内で結構です。
下記のアドレスにお名前と連絡先、活動地域をご連絡お願いいたします。
fn@fantasy-nails.jp

申込期間 ：9⽉5⽇〜9⽉25⽇書類必着
申込⽅法は、別紙をご参照ください。

11⽉20⽇の20:30より親睦会を⾏います。（希望者のみ）
皆様と楽しい時間を過ごさせていただき、全国からお集まりのネイリストの皆様と親睦を
深めさせていただきたいと思っておりますので、ぜひお時間のある⽅はご参加ください。
会費￥3,000（当⽇お⽀払いください）
申込書に参加の有無をご記⼊ください。



2018ファンタジーネイルズJAPAN

アクリルナショナルエデュケーター
ライセンス取得条件誓約書

以下ファンタジーネイルズJAPANナショナルエデュケーター取得条件になります。
ご了承いただき、□にチェックを⼊れて最後にご署名、ご捺印をお願いします。

□ 下記の４コースを申込時までに習得済みである。
ベイビーブーマー２コース・スクエアストラクチャー・バレリーナストラクチャー
ミニパイプストラクチャー

□ ネイル講師２年以上の経験がある。

□ 年１度のJAPANミーティングに参加する。

□ セミナー告知や募集のできるホームぺージを保有している。
※ただしSNSやブログのみは不可

□ １回で４名以上のアクリルセミナーができる場所を保有している。
※ただし、下記の条件は不可
⾃宅スクール（ただし建物内で別の空間であれば可能）
動物の飼育・換気ができない・窓がない・整理整頓がされていない

□ 開業届または法⼈登録（株式会社・有限会社・合弁会社など）済みである。
個⼈で営業されている⽅は、必ず開業届を⾏ってください。
（法律で営業する場合は、必ず開業届を出す義務があります）

□ １年間で下記の回数のセミナーを開催することを、了承します。
ベイビーブーマーコース 年２回以上
その他のコースを年４回以上開催する
※年とは3⽉から翌年2⽉までの期間

□ 今後ファンタジーネイルズの普及活動に参加する。
※商品説明会、セミナーサポート、イベント⾏事等にご協⼒をお願いする場合がございます。

□ セミナー後に⾏う試験に合格後、エデュケーターして活動ができることを了承します。

□ ご⾃⾝の⾔動、⾏動に責任を持ち、指導者として誇りある⽴ち振る舞いを⾏います。
万が⼀、ブランドイメージを損なうような⾔動⾏動を⾏った場合は、エデュケーターの
資格を返還することを了承します。

□ 他のエデュケーターを不安にさせたり、惑わせるような⾔動、他社の勧誘を⾏った場合は
エデュケーターの資格を返還することを了承します。

私は、ファンタジーネイルズアクリルナショナルエデュケーターの資格取得をするにあたり
上記に偽りがないことを誓います。本誓約書に反した場合は、エデュケーターの資格を喪失する
ことを承諾いたします。

年 ⽉ ⽇ 印



STEP	2

STEP	3

STEP	4

STEP	1

第６期
アクリルナショナルエデュケーター申込⽅法

下記の書類をご準備ください。
①アクリルナショナルエデュケーター 申込書
②ライセンス取得条件誓約書
③教室内のお写真１枚（L版）
※教室内に４席のテーブルが準備されている状態のお写真を撮影してください。

弊社に簡易書留にて書類を郵送お願いします。
【送り先】
〒５３０−０００３
⼤阪府⼤阪市北区堂島2-2-26	アバンダント堂島306
ファンタジーネイルズJAPAN	宛

【同封書類】
①お申込書
②ライセンス取得条件承諾書
③教室内の写真１枚

書類が到着次第弊社よりメールにてご連絡をさせていただきます。
その後下記の⼝座へ受講料⾦のお振込をお願いします。

近畿⼤阪銀⾏ 梅⽥営業部
普通 0062479 株式会社タユウ
￥216,000
※振込⼿数料はご負担ください。

⼊⾦確認後メールにてご連絡をさせていただき、お申込みが完了となります。

事前申告期間 ：6⽉23⽇〜
すでにお申し込みを希望されている⽅は、事前申込をすることが
可能です。お⽀払いは申込期間内で結構です。
下記のアドレスにお名前と連絡先、活動地域をご連絡お願いいたします。

fn@fantasy-nails.jp
申込期間 ：9⽉5⽇〜9⽉25⽇書類必着



ベイビーブーマー

持ち物リスト

アクリルリキッド・クリアパウダー・ソフトホワイトパウダー・カムインテンスパウダー
（BBローズ・BBピンク・カムフラージュ・カムアイボリーでも可能）・ダークピンク
フェイマスコレクションカラーパウダー・ファンタジーボンド・ネイルプレップ
デラックスネイルフォーム・Cカーブツイザー・ピンチングツール
デラックスブラシ＃８または＃１０
ハーフムーンファイル（100/100,150/180）・ウェーブバッファー・ミラクルバッファー

バレリーナ アクリルリキッド・クリアパウダー・カムインテンスパウダー
（カムフラージュ・カムアイボリーでも可能）・デラックスブラシ＃８または＃１０
ラスベガスコレクションカラーパウダー・ファンタジーボンド・ネイルプレップ
デラックスネイルフォーム・Cカーブツイザー・ピンチングツール
ハーフムーンファイル（100/100,150/180）・ウェーブバッファー・ミラクルバッファー

スクエア アクリルリキッド・ホワイトパウダー・カムインテンスパウダー
（カムフラージュ・カムアイボリーでも可能）・パーフェクトピンクパウダー
ファンタジーボンド・ネイルプレップ・デラックスブラシ＃８または＃１０
デラックスネイルフォーム・Cカーブツイザー・ピンチングツール
ハーフムーンファイル（100/100,150/180）・ウェーブバッファー・ミラクルバッファー

ミニパイプ アクリルリキッド・カムインテンスパウダー（カムフラージュ・カムアイボリーでも可能）
クリアパウダー・デラックスブラシ＃８または＃１０
フラワーコレクションまたはメタリックコレクションカラーパウダーの中から１⾊
ダイヤモンドコレクションの中から１⾊・ファンタジーボンド
ネイルプレップ・デラックスネイルフォーム・Cカーブツイザー・ピンチングツール
ハーフムーンファイル（100/100,150/180）・ウェーブバッファー・ミラクルバッファー

スティレット アクリルリキッド・カムインテンスパウダー（カムフラージュ・カムアイボリーでも可能）
クリアパウダー・デラックスブラシ＃８または＃１０
フラワーコレクションまたはメタリックコレクションカラーパウダーの中から１⾊
ダイヤモンドコレクションの中から１⾊・ファンタジーボンド
ネイルプレップ・デラックスネイルフォーム・Cカーブツイザー・ピンチングツール
ハーフムーンファイル（100/100,150/180）・ウェーブバッファー・ミラクルバッファー

１ストローク
Level１ ダブルアートブラシデザイナーレッド・スーパーディティールブラシ#3/0

ウォーターカラー
ペインティング

ウォーターカラーブラシ#6・スーパーディティールブラシ#3/0・コリンスキー#2
アクリルリキッド・クリアパウダー・ラスベガスコレクションまたはトウキョウコレクション）

エンボスアート
Level１

アクリルリキッド・ホワイトパウダー・フラワーコレクションカラーパウダー
メタリックコレクション・クリスタルデラックスブラシ#3

★下記の商品は全てファンタジーネイルズの商品をご準備ください。

★下記の商品はブランドは問いません。
ペーパータオル・ダッペンディッシュ・シザー・コットン・消毒⽤エタノール・メタルプッシャー・ニッパー・Cカーブスティック
チップ台（ジグ）・両⾯テープ・練習⽤ハンド・練習⽤ハンドチップ・テーブルシート・ゴミ袋・筆記⽤具



ファンタジーネイルズ
アクリルナショナルエデュケーター申込書

フリガナ ⽣年⽉⽇

写真
30mm×24mm

⽒名
⻄暦 年 ⽉ ⽇

（ 歳）ローマ字

活動地区 北海道地区・東北地区・関東地区・東海地区・信州上越地区・近畿地区・中国地区・四国地区・九州沖縄地区

Fantasy	Nails	JAPAN	ID	※弊社記⼊欄
（ ー ）

フリガナ

登録
会社名

（スクール名）

フリガナ

登録住所
〒 ー

E-mail @

携帯番号

★ご登録住所（請求書や郵送物の送付先になります）

フリガナ

ネイル
スクール名

フリガナ

ご住所

TEL FAX

★ネイルスクール

Fantasy	Nails ライセンス取得⽇
ベイビーブーマー２コース （ 年 ⽉ 受講場所： ）
スクエアストラクチャー （ 年 ⽉ 受講場所： ）
バレリーナストラクチャー （ 年 ⽉ 受講場所： ）
ミニパイプストラクチャー （ 年 ⽉ 受講場所： ）
JNA/JNEC保有資格
( )

★ Tシャツサイズ （ S		/			M		/		L		/			LL ） セミナー最終⽇にご準備させていただきます。
★ 親睦会 参加有無 （ 参加 / 不参加 ） セミナー⼆⽇⽬の夜に親睦会を⾏います。参加費￥3,000



アクセス

【セミナー会場】
ファンタジーネイルズJAPAN
〒５３０−０００３
⼤阪府⼤阪市北区堂島２−２−２６ アバンダント堂島３F
０６−６３４４−２２０８
JR⼤阪駅より桜橋⼝より徒歩１０分
JR北新地駅より徒歩５分
四ツ橋線 ⻄梅⽥駅より徒歩５分

●新⼤阪より
・電⾞の場合
JRで⼤阪駅で下⾞（１駅）桜橋⼝改札より徒歩１０分
・タクシーの場合
約１５分〜２０分（約￥１，５００）

●伊丹空港より
・バスの場合
ハービス⼤阪⾏き 約３０分（￥６４０） ハービス⼤阪より徒歩５分
マルビル⾏き 約３０分（￥６４０） マルビルより徒歩１０分

●関⻄国際空港より
・バスの場合
ハービス⼤阪⾏き 約６０分（￥１，５５０） ハービス⼤阪より徒歩５分

【近郊のホテル】

会場に近い順です。

●ホテルマイステイズ堂島 会場⽬の前
●セカンドイン梅⽥ 会場まで徒歩３分
●ホテルエルセラーン⼤阪 会場まで徒歩３分
●ライズホテル⼤阪北新地 会場まで徒歩５分
●ANAクラウンプラザホテル⼤阪 会場まで徒歩５分
●ヒルトンホテル⼤阪 会場まで徒歩５分
●⼤阪第⼀ホテル 会場まで徒歩１０分
●ハートンホテル⻄梅⽥ 会場まで徒歩１０分


