
  

◆開催日時◆  【１【１【１【１日目日目日目日目】１０：００〜１７：００】１０：００〜１７：００】１０：００〜１７：００】１０：００〜１７：００ （休憩１時間を含む） 

        ２０１７年 ・１０月 ２日（月）  ・１１月 ６日（月）  ・１２月 ４日（月） 

        ２０１８年 ・ １月１５日（月）  ・ ２月 ５日（月）  ・ ３月 ５日（月） 

 

        【２・【２・【２・【２・３日目３日目３日目３日目】】】】１０：００～１３：００１０：００～１３：００１０：００～１３：００１０：００～１３：００    またはまたはまたはまたは        １４：００～１７：００１４：００～１７：００１４：００～１７：００１４：００～１７：００    

        ※上記時間で、平日のお好きな日にご受講いただけます。 

        ※詳しくは次ページをご参照ください。 

 

◆会  場◆ タカラタカラタカラタカラ・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    ネイルカレッジネイルカレッジネイルカレッジネイルカレッジ    大阪大阪大阪大阪校校校校    ＴＢスクエア５階ＴＢスクエア５階ＴＢスクエア５階ＴＢスクエア５階 

 (地下鉄堺筋線長堀橋駅 ６番出口 徒歩４分） 

 

◆定  員◆ １０名１０名１０名１０名 （定員になり次第締切らせていただきます） 

 

◆講習費◆  ３６，０００円３６，０００円３６，０００円３６，０００円 （税込） 

    ※キット※キット※キット※キットご購入ご購入ご購入ご購入で講習料金で講習料金で講習料金で講習料金のご優待がございます！のご優待がございます！のご優待がございます！のご優待がございます！    詳細詳細詳細詳細はははは次次次次ページをページをページをページをごごごご参照ください。参照ください。参照ください。参照ください。    

 

◆教材費◆    プライマリープライマリープライマリープライマリーキットキットキットキット        …………６９，０００円６９，０００円６９，０００円６９，０００円 （税込 ７４，５２０円）    

             ※教材をすでにお持ちで購入されない場合は、講習料金のご優待は適用されません。 

 

◆持参品◆   別紙の持参品リストをご確認いただき、各自でご用意ください。別紙の持参品リストをご確認いただき、各自でご用意ください。別紙の持参品リストをご確認いただき、各自でご用意ください。別紙の持参品リストをご確認いただき、各自でご用意ください。            

 

◆受講条件◆  ネイルケア＆ネイルケア＆ネイルケア＆ネイルケア＆カラーの基礎知識カラーの基礎知識カラーの基礎知識カラーの基礎知識（ＪＮＥＣ３級取得程度）をお持ちで、 

    理美容理美容理美容理美容サロンスタッフサロンスタッフサロンスタッフサロンスタッフの方限定の方限定の方限定の方限定。。。。美容師免許のない方も受講可能です。           

 

◆申込方法◆  各回各回各回各回、申込締切、申込締切、申込締切、申込締切はははは１日目開催日の１週間前まで１日目開催日の１週間前まで１日目開催日の１週間前まで１日目開催日の１週間前までですですですです。。。。下記下記下記下記申込申込申込申込方法方法方法方法でお申込でお申込でお申込でお申込みみみみください。ください。ください。ください。 

                                受付完了後、折り返し確認書をお送りします。 

 

 

◆お申込先◆  【ＦＡＸ】 ０６-６２１２-３６９９ 

  【郵送】 〒５４２-００８２ 大阪府大阪市中央区島之内２-１３-２２ 

            タカラ・インターナショナル ネイルカレッジ  

        【ＷＥＢ】 右のＱＲコード、または下記ＵＲＬ専用フォームよりお申込みください。 

            http://www.cnd-j.com/education/course/shellac-2.html 

 

 

２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年１０１０１０１０月〜月〜月〜月〜２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年３３３３月月月月    【【【【大阪大阪大阪大阪】】】】    

最大最大最大最大２２２２名様名様名様名様無料無料無料無料!!!!!!!!    

プライマリープライマリープライマリープライマリーキットキットキットキットご購入でご購入でご購入でご購入で    講習料講習料講習料講習料３６，０００円３６，０００円３６，０００円３６，０００円がががが    

理美容サロン理美容サロン理美容サロン理美容サロン向け向け向け向け    ＣＮＤＣＮＤＣＮＤＣＮＤ    シェラックシェラックシェラックシェラック    

プライマリークラス 3 日間 

世界世界世界世界６５カ国６５カ国６５カ国６５カ国以上以上以上以上で愛用されているで愛用されているで愛用されているで愛用されている『『『『CNDCNDCNDCND シェラックシェラックシェラックシェラック』』』』。。。。    

シェラックシェラックシェラックシェラックはははは自爪自爪自爪自爪を削るステップがないためを削るステップがないためを削るステップがないためを削るステップがないため爪に爪に爪に爪に優しく、優しく、優しく、優しく、ポリッシュポリッシュポリッシュポリッシュののののようにようにようにように手軽な手軽な手軽な手軽な施術施術施術施術でででで    

ジェルジェルジェルジェルのようなツヤや持ちを楽しめます。オフのようなツヤや持ちを楽しめます。オフのようなツヤや持ちを楽しめます。オフのようなツヤや持ちを楽しめます。オフもももも約約約約５５５５分分分分と簡単！と簡単！と簡単！と簡単！    

施術施術施術施術ステッステッステッステッププププがシンプルで、短時間のがシンプルで、短時間のがシンプルで、短時間のがシンプルで、短時間の施術施術施術施術が可能なため、ネイルサロンはもちろんが可能なため、ネイルサロンはもちろんが可能なため、ネイルサロンはもちろんが可能なため、ネイルサロンはもちろん    

理美容理美容理美容理美容サロンでサロンでサロンでサロンで取り入れやすい取り入れやすい取り入れやすい取り入れやすいメニューメニューメニューメニューですですですです。。。。    

プライマリープライマリープライマリープライマリークラスでは、シェラッククラスでは、シェラッククラスでは、シェラッククラスでは、シェラック施術施術施術施術の際にの際にの際にの際に大切な大切な大切な大切なネイルケアも練習いたします。ネイルケアも練習いたします。ネイルケアも練習いたします。ネイルケアも練習いたします。    

※２０１５年９※２０１５年９※２０１５年９※２０１５年９月月月月～～～～LEDLEDLEDLED 対応対応対応対応にににになり、なり、なり、なり、講習がリニューアルしました講習がリニューアルしました講習がリニューアルしました講習がリニューアルしました！！！！    

Ⓒ2017-2018 Creative Nail Design, Inc. Images and trademarks used by permission. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教材費 講習費 内容 

プライマリーキット    

６９，０００円６９，０００円６９，０００円６９，０００円((((税抜税抜税抜税抜))))    

 

２名様まで名様まで名様まで名様まで無料！ 

最大最大最大最大７２，０００円お得！！７２，０００円お得！！７２，０００円お得！！７２，０００円お得！！    

 

〔〔〔〔シェラックシェラックシェラックシェラック    トライアルキットトライアルキットトライアルキットトライアルキット NNNN〕〕〕〕    

・シェラック ベースコート 7.3ml  

・シェラック カラーコート（#501,#508、#523）  

・シェラック エクスプレス 5 トップコート 7.3ml 

・スクラブフレッシュ 236ml 

・ソーラーオイル 3.7ml 

・タカラ クリーンワイプ 100ml 

・ナリッシングリムーバー236ml 

          ＋＋＋＋    

〔〔〔〔シェラックシェラックシェラックシェラック    LEDLEDLEDLED ランプランプランプランプ〕〕〕〕    

 

   

 

2017.07.31 

大阪校大阪校大阪校大阪校    認定校認定校認定校認定校番号番号番号番号：：：：0268026802680268----1111    

東京校東京校東京校東京校    認定校番号認定校番号認定校番号認定校番号：：：：0373037303730373----1111    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】 必ずご一読ください！！必ずご一読ください！！必ずご一読ください！！必ずご一読ください！！ 

 

＜＜＜＜受講受講受講受講対象者について＞対象者について＞対象者について＞対象者について＞    

    ※CND シェラック導入予定の理美容サロンに勤務しているスタッフの方で、 

ＪＮＥＣ３ＪＮＥＣ３ＪＮＥＣ３ＪＮＥＣ３級取得程度の級取得程度の級取得程度の級取得程度の技術をお持ちの技術をお持ちの技術をお持ちの技術をお持ちの方方方方がががが対象対象対象対象です。です。です。です。【 複数受講の場合、同一サロン勤務者対象 】    

  ネイル未経験の方は、タカラ・インターナショナル ネイルカレッジにて初心者の方から学べるコースをご案内させていただきます。 
(ＴＥＬ：0120-086-449) 

 
＜受講日＜受講日＜受講日＜受講日についてについてについてについて＞＞＞＞ 
 ※１日目は開催日が指定されています。 
  残りの２日間は、平日で、１日・午前・午後、お好きな日程、時間帯でご受講ください。３時間×４回ご受講いただきます。 
 ※講習名の『３日間』とは、２日目、３日目両日、１日受講した場合です。 
 ※※※※受講期間は受講期間は受講期間は受講期間は、、、、スタート日から半年ですスタート日から半年ですスタート日から半年ですスタート日から半年です。。。。期間期間期間期間内内内内にににに修了修了修了修了できない場合はできない場合はできない場合はできない場合はサティフィケートのサティフィケートのサティフィケートのサティフィケートの発行ができませんのでご了承ください。発行ができませんのでご了承ください。発行ができませんのでご了承ください。発行ができませんのでご了承ください。 
             

＜教材について＞＜教材について＞＜教材について＞＜教材について＞    

    ※上記キットとランプ・別紙注文用紙の教材を購入される方は、当日商品と引き換えに現金にて現金にて現金にて現金にてお支払いください。    

  ※教材を代理店経由で教材を代理店経由で教材を代理店経由で教材を代理店経由で購入購入購入購入される方は、される方は、される方は、される方は、商品商品商品商品ののののご注文は弊社まで、お支払いはご注文は弊社まで、お支払いはご注文は弊社まで、お支払いはご注文は弊社まで、お支払いは代理店様へお代理店様へお代理店様へお代理店様へお願いします願いします願いします願いします。。。。 

  商品は当日会場商品は当日会場商品は当日会場商品は当日会場にてにてにてにてお渡しいたします。お渡しいたします。お渡しいたします。お渡しいたします。    

    別途、講習費が発生する場合は、講習費のみ当日現金にてお支払いください。 

 ※上記キットとランプの他に、ネイルケアで使用するツール類が必要ですので各自ご用意ください。 

  お持ちでない場合は、別紙の『ツール類発注書』にてご購入できます。（（（（事前のご注文事前のご注文事前のご注文事前のご注文が必要です。）が必要です。）が必要です。）が必要です。） 

ご希望の商品を『講習申込書』の該当欄に必ずご記入のうえ、お申込みください。 

                                                                                                                                                      

＜＜＜＜LEDLEDLEDLED ランプについて＞ランプについて＞ランプについて＞ランプについて＞    

  ※シェラック LED ランプは１台２，０００円で貸出しております。貸出をご希望の方は、『講習申込書』にてお申込みのうえ、当日 

  現金にてお支払いください。講習の際、シェラックシェラックシェラックシェラック    LEDLEDLEDLED ランプランプランプランプ、またはシェラック、またはシェラック、またはシェラック、またはシェラック    ＵＶランプＵＶランプＵＶランプＵＶランプ以外の以外の以外の以外のランプの使用はご遠慮ください。ランプの使用はご遠慮ください。ランプの使用はご遠慮ください。ランプの使用はご遠慮ください。 

  

＜貸出・持参品について＞＜貸出・持参品について＞＜貸出・持参品について＞＜貸出・持参品について＞ 
  ※シェラック LED ランプ以外の道具の貸出は行っておりません。持参品リストをご確認のうえ、各自でご用意ください。 

 

＜講習料のご優待について＞＜講習料のご優待について＞＜講習料のご優待について＞＜講習料のご優待について＞    

  ※上記キットとランプご購入につき、最大２名様まで１回分（３日間）の講習をご優待いたします。 

   ２名様ご参加の場合、必ず同日にご受講ください。 

  ※譲渡されたキットやランプをご持参の場合は、ご優待価格は適用されませんのでご了承ください。 

  

＜サティフィケート発行について＞＜サティフィケート発行について＞＜サティフィケート発行について＞＜サティフィケート発行について＞ 

  ※１０分以上の遅刻や期間内に３日間全てご受講いただけない場合は、サティフィケートの発行ができませんのでご了承ください。  
 
＜当日＞＜当日＞＜当日＞＜当日＞ 
  ※当日の受付は、３０分前より行います。開始１０分前までにお済ませください。（商品購入がある方は２０分前までにご来場ください） 
  ※ビデオ、カメラ、ボイスレコーダー等での録画、録音はご遠慮ください。 
  ※講習中は相モデルやご自身の爪で練習を行います。ポリッシュ・ジェル・スカルプチュアポリッシュ・ジェル・スカルプチュアポリッシュ・ジェル・スカルプチュアポリッシュ・ジェル・スカルプチュア等等等等をオフしたをオフしたをオフしたをオフした自爪自爪自爪自爪ででででご来場くださいご来場くださいご来場くださいご来場ください。。。。 

※講習※講習※講習※講習価格は税込価格は税込価格は税込価格は税込、、、、商品価格は税抜商品価格は税抜商品価格は税抜商品価格は税抜ですですですです。。。。    



※２名様で受講の場合は、２名様分のご記入をお願いします。　※２名様で受講の場合は、２名様分のご記入をお願いします。　※２名様で受講の場合は、２名様分のご記入をお願いします。　※２名様で受講の場合は、２名様分のご記入をお願いします。　

※サティフィケート発行に使用しますので、正確にご記入ください。　
※サティフィケート発行に使用しますので、正確にご記入ください。　

□オーナー □スタイリスト □オーナー □スタイリスト

□アシスタント □その他 □アシスタント □その他

（サロン・自宅）
〒

（サロン・自宅）
〒

（サロン・自宅） （サロン・自宅）

（サロン・自宅） （サロン・自宅）

□　ご本人様名 □　サロン名 □その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ご自宅へ郵送　　□ご自宅へＦＡＸ　　□サロンへ郵送　　□サロンへＦＡＸ

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ご希望の内容にチェック、ご記入をお願いします。※ご希望の内容にチェック、ご記入をお願いします。※ご希望の内容にチェック、ご記入をお願いします。※ご希望の内容にチェック、ご記入をお願いします。

  □　タカラベルモント（当日現金引換え）  □　代理店（代理店様へお支払い※商品当日渡し）

※どちらも事前に弊社へのお申込みが必要です。

取引代理店名取引代理店名取引代理店名取引代理店名 (担当者名　　　　　　)

　　　　年 　　　　年

□美容学校（　　　時間）　　□ネイルスクール（　　　時間）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　時間）

□美容学校（　　　時間）　　□ネイルスクール（　　　時間）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　時間）

□JNEC　　　　　級

□JNA　　　　　　級

□JNEC　　　　　級

□JNA　　　　　　級

フリガナフリガナフリガナフリガナ

氏名氏名氏名氏名

ローマ字ローマ字ローマ字ローマ字

サロン名サロン名サロン名サロン名

ご住所ご住所ご住所ご住所

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

緊急連絡先（携帯）緊急連絡先（携帯）緊急連絡先（携帯）緊急連絡先（携帯）

ネイル経験ネイル経験ネイル経験ネイル経験

サロンワーク経験サロンワーク経験サロンワーク経験サロンワーク経験

　取得資格　取得資格　取得資格　取得資格

【LEDランプ貸出】【LEDランプ貸出】【LEDランプ貸出】【LEDランプ貸出】

【申込商品】【申込商品】【申込商品】【申込商品】

領収書宛先領収書宛先領収書宛先領収書宛先

　　  プライマリーキットの購入　　　　　　　　  プライマリーキットの購入　　　　　　　　  プライマリーキットの購入　　　　　　　　  プライマリーキットの購入　　　　　　□　する　　　　　　　□　しない

【講習希望日】【講習希望日】【講習希望日】【講習希望日】

　　　　　　　□　　　　　　　　□　　　　　　　　□　　　　　　　　□　貸出あり　（2,000円/台）    　 　　　　　□　 　　　　　□　 　　　　　□　 　　　　　□　貸出なし

           　　第１希望　：　　　　           　　第１希望　：　　　　           　　第１希望　：　　　　           　　第１希望　：　　　　　　　　　月　　　　　日　　スタート

           　　第２希望　：　　　　           　　第２希望　：　　　　           　　第２希望　：　　　　           　　第２希望　：　　　　　　　　　月　　　　　日　　スタート

確認書送付先確認書送付先確認書送付先確認書送付先

商品購入先商品購入先商品購入先商品購入先

理美容サロン向け理美容サロン向け理美容サロン向け理美容サロン向け CND シェラックシェラックシェラックシェラック

プライマリークラスプライマリークラスプライマリークラスプライマリークラス ３日間３日間３日間３日間 申込書申込書申込書申込書 【【【【大阪大阪大阪大阪】】】】

ＦＡＸでのお申込は：０６ＦＡＸでのお申込は：０６ＦＡＸでのお申込は：０６ＦＡＸでのお申込は：０６-６２１２６２１２６２１２６２１２-３６９９３６９９３６９９３６９９

※建物・マンション名もご記入ください。

※受付が完了次第、受付完了書と会場案内をお送りします。

※内容に不備がございますと受付できない場合がございますので、申込書の記入欄は全てご記入ください。

※領収書は弊社への支払が発生した場合のみ発行いたします。代理店経由の場合は代理店へご連絡ください。

※今後、弊社営業担当、又は担当代理店より、商品、イベントのご案内をさせていただく場合がございます。

※当用紙にご記入いただい個人情報はお客様の許可なく上記目的以外には使用いたしません。

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先 タカラ・インターナショナルタカラ・インターナショナルタカラ・インターナショナルタカラ・インターナショナル ネイルカレレッジネイルカレレッジネイルカレレッジネイルカレレッジ 大阪校大阪校大阪校大阪校 ＴＥＬ：０１２０ＴＥＬ：０１２０ＴＥＬ：０１２０ＴＥＬ：０１２０-０８６０８６０８６０８６-４４９４４９４４９４４９

2017.07.31
Ⓒ2017-2018 Creative Nail Design, Inc. Images and trademarks used by permission.

※建物・マンション名もご記入ください。



下記の持参品アイテムをご確認の上、該当商品を下記の持参品アイテムをご確認の上、該当商品を下記の持参品アイテムをご確認の上、該当商品を下記の持参品アイテムをご確認の上、該当商品を全てご持参ください。全てご持参ください。全てご持参ください。全てご持参ください。

ご利用プランに応じて持参品が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

○の商品はお１人様１セットご持参ください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

※注意：持参品をお持ちいただけない場合は受講をお断りする場合がございます。　　

シェラック　ベースコート

筆記用具 ○

●

○

トップコート

○

細筆（アート用） 

●

シェラック　エクスプレス５トップコート

キューティクルプッシャー ○

●

ナリッシングリムーバー

●

ソーラーオイル ●

タカラ　クリーンワイプ

スクラブフレッシュ ●

セロハンテープ　 ○

クールブルー　　　　　　　　　　　（消毒用エタノールでも可） ○

○

タオル　５枚 ○

○

３ウェイバッファー ○

ピンセット　　　

エメリーボード（２４０G程度） ○

赤ポリッシュ

ごみ袋　　　 ○

○

ベースコート

チップ（乳白色のもの）

○

フィンガーボール ○

○

ポリッシュリムーバー

ガーゼ ○

○

プライマリークラス　３日間　持参品リストプライマリークラス　３日間　持参品リストプライマリークラス　３日間　持参品リストプライマリークラス　３日間　持参品リスト

○

ネイルブラシ

ファイル立て

コットン ○

○

キューティクルニッパー

キューティクルアウェイ　  　（キューティクルリムーバーでも可）

※オイルフリーのもの

○

○

ウッドスティック

シェラック　カラーコート　　　＃５０１、＃５０８、＃５２３ ●

●

シェラック　LEDランプ　　　　　　（貸出の場合　2,000円/台）

理美容サロン向け ＣＮＤ シェラック理美容サロン向け ＣＮＤ シェラック理美容サロン向け ＣＮＤ シェラック理美容サロン向け ＣＮＤ シェラック

持参品アイテム持参品アイテム持参品アイテム持参品アイテム

チップ台 ○

○

水（スプレーボトル入り） ○

ケア用水入れ ○

ウェットステリライザー ○

トレイ（大）　※用具が納まるもの ○

トレイ（小）　※手拭用タオルが納まるもの ○

キッチンペーパー

●＝ＣＮＤ 指定商品 ○＝メーカー指定なし

Ⓒ2017-2018 Creative Nail Design, Inc. Images and trademarks used by permission.


