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ネイル国家資格種類

単科資格 Statement Attainment（ステイトメント・アタイメント）
とはネイル CertificateⅡ及びビューティーサービス CertificateⅢの資格を構成する各国家資格のことです。
マニキュア＆ペディキュア、アクリル、ジェル、ネイルアート＆電気機器操作、ネイルサイエンス、コミニケーション学、
P-S（プロフェッショナルサービス学）、サロンマネージメント学、バクテリオロジ―学・・等の科目です。
ネイル CertificateⅡ資格【ネイル C-Ⅱ】
とは、マニキュアリスト技術者資格のことで、単科資格【マニキュア＆ペディキュア、アクリル、ジェル、ネイルアート＆電気機
器操作学、ネイルサイエンス、コミニケーション学、P-S 学（プロフェッショナルサービス学）、クリニック＜サロン実務経験、
サロンワーク＞】を修了され、試験にパスした方が取得できる資格のことです。
尚、ネイル C-Ⅱ国家資格取得後、サロン経験を積むことにより初心者対象にネイルを教えることも可能です。
オーストラリアの国家資格は、世界 53 カ国（コモンウエルス加盟国）共通認知です。 国際ライセンス
例） 英国、カナダ、ニュージーランド、インド、南アフリカ、シンガポール、マレーシア、バハマ、ジャマイカ・・・・・・・
“コモンウエルス”にて検索してください。
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国家資格取得順番

マニキュア＆ペディキュア国家資格

アクリルネイル国家資格

ジェルネイル国家資格

ネイルアート＆電気機器操作国家資格

クリニック国家資格【サロンワーク】

ネイル C－Ⅱ国家資格

＊希望者のみ
ビューティーサービス（エステティック）
ネイル C－Ⅱ国家資格者
ワックス脱毛、ラッシュ＆ブローティント、サロンマネ
ージメント学、バクテリオロジー学

Certificate－Ⅲビューティーサービス国家資格
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国家資格取得の流れ

一般及び他のスクール卒業生

問い合わせ

受験申し込み

AIB

ゴールドコースト／AIB ジャパン
又各都市認定校

AIB

ゴールドコースト／AIB ジャパン
又各都市認定校

・申し込み書

＊郵送

・必要書類（各証明書）＊郵送
・受験費用

＊振込み

スキルチェック

各都市認定校にて実施 ＊費用は受験費に含む

特別講習受講

各都市認定校にて受講、終了証受領

受

年１回 6 月（東京、名古屋、大阪）予定

験

オーストラリアより試験官資格者が来日

合 格

不合格

＜追試験実施＞
＊不合格の箇所のみ実施
・筆記・実技(各科目)

＜国家資格証発行＞
合 格
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認定校卒業生

ネイル C-Ⅱコース又各単科資格コース入学

講習受講

認定校へ提出

受験申し込み
ネイル C-Ⅱコース又各単科資格コース終了証受領

・申し込み書
・必要書類（各証明書）
・受験費用

受

＊振込み／現金払

年１回 6 月（東京、名古屋、大阪）予定

験

オーストラリアより試験官資格者が来日

合

不合格

格

＜追試験実施＞
＊不合格の箇所のみ実施
・筆記・実技(各科目)

＜国家資格証発行＞
合 格
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【ネイル C-Ⅱ資格受験費用】
ネイル CertificateⅡ国家資格
受験費用

試験内容

￥95,000

※既保有単科資格の試験科目は免除となります。

【筆記】

【受験費に含むもの】
▼受験手続費用一式

▼マニキュア＆ペディキュア学(ネイルサイエンス含む)

▼RPL スキルチェック費 （受験資格有無の示唆）

▼アクリル学

▼RPL スキル証明費 （受験資格証明書）

▼ジェル学

※スキルチェックは認定校で実施

▼アート＆電気機器操作学
▼Ｐ－S 学（Professional Service）
▼コミュニケーション学

【受験費に含まないもの】

【実技】

▼受験用教本

・マニキュア＆ペディキュア学

▼マニキュア＆ペディキュア

・アクリル学

▼アクリル

・ジェル学

▼ジェル

・アート＆電気機器操作学

▼アート＆電気機器操作（ネイルマシーン）

・ネイルサイエンス学

＊ジェルはソフトジェル又ハードジェル選択可

・Ｐ－S 学（Professional Service）

【試験日】 年１回、6 月予定

・コミュニケーション学

【受験地】 東京、名古屋、大阪予定

＊教本はメモリースティック又メール(pdf)にて送付、
メモリースティックの場合、送料受験生負担（着払い）

受験資格条件は下記１～３選択可、証明書要

＊ＲＰＬ対象となります

１ 日本におけるネイルスクール卒業＋実務経験 6 か月以上 ＊スクールはどこのスクールでも構いませんが 270 時間以上の履修証明
２ 日本の協会、団体の認定１級又 AAA 級のスキル(技術)保有者で１年以上の実務経験 ＊サロン勤務証明
３ 実務経験だけで受験の方は、実務経験３年以上で日本の各協会、団体の認定１級又 AAA 級以上のスキル保有者 ＊サロン勤務証明

＜注意＞ オーストラリア美容国家資格機構認定校でスキルチェックの受講が必要となります。
スキルチェック費用は受験費に含まれています。
尚、認定校が近くにない場合は、お近くのスクール情報を AIB ジャパン又オーストラリア美容国家資格機構へ
メールにてご連絡ください。
【その他の事項】
＊受験の際のモデル及び商材、道具一式 は受験生持参、忘れた方は、受験ができない場合があります
尚、モデルは受験日の当日、シャッフルされますので受験生がお連れしたモデルに当たらない場合があります。
＊受験の結果、不合格の方は不合格となった科目となり再実施
＊受験対策講習は、オーストラリア美容国家資格機構の各都市認定校にて随時実施

＊オーストラリア美容国家資格機構認定校は、
ホームページ【オーストラリア美容国家資格機構】の欄を参照ください。
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試験概要

【ネイル Certificate-Ⅱ】国家資格 ： 使用商材（メーカー）の指定はありません。

≪Ｃ－Ⅱ筆記試験≫

90 分

□マニキュア＆ぺディキュア学、アクリル学、ジェル学
□Ｐ－S 学（プロフェッショナルサービス）：
サロンの規約(ＯＨ＆Ｓ)、衛生規約、商品の扱い、販売、盗難防止、安全な職場環境等
□ネイルサイエンス学
爪の一般常識、爪の病気、禁忌事項、手と足の構造、上腕の構成と機能、商材一般知識
□ネイルアート学：アート一般知識、アートドリルワーク、一般知識（商材器具含む）
□電気機器操作学

＊ネイルマシーンの一般知識

□コミニュケーション学：顧客、スタッフとのコミニュケーション

≪Ｃ－Ⅱ実技試験≫
＜実技マニキュア＆ペディキュア＞ 2 時間
■マニキュア ＊両手 60 分
衛生作業、ファイリング、キューティクルケア、ハンドマッサージ、
カラーリング＜ベース＋ポリシュ(赤)2 度塗り＋トップ＞ キューティクルオイル塗布して終了
■ぺディキュア ＊両足 60 分 左右は自由選択
衛生作業、フットバス使用、ファイリング、キューティクルケ角質除去、マッサージ（ひざ上まで）、
カラーリング＜ベース＋ポリシュ(赤)2 度塗り＋トップ＞ キューティクルオイル塗布して終了

＜実技アクリル＋ネイルアート＞ 両手 2 時間
■モデルの片手 ：チップオーバーレイ＜ クリア又ナチュラル使用／白フレンチ仕上げ＞
ナチュラル又クリアーチップにフレンチ仕上げ、キューティクルオイル塗布して終了
■モデルの片手 3 本 ：親指 thumb 人差し指 forefinger

小指 little finger

フォーム使用＜白フレンチスカルプ＞ベッドはナチュラル又ピンク、フリーエッジ白
モデルの片手 2 本 ：アートミックスメディア ：中指 middle finger

薬指 third finger

※ネイルマシーンはアートする２本に限らず、１０本全てに使用
※仕上げは磨き上げのみ、キューティクルオイル塗布、シーラー、トップコート使用不可
キューティクルオイル塗布して終了

＜実技ジェル＞ 両手９０分、フレンチスカルプ
■モデルの右手 ：チップオーバーレイ＜使用ジェルはクリアー、ホワイト、ナチュラル、ピンク＞
白フレンチチップ使用／プレート（ベッド）はクリアー又はナチュラル、ピンク、トップジェルはピンク
■モデルの左手 ： フォーム使用、白フレンチスカルプ
プレート（ベッド）はナチュラル、クリア、ピンク可、
※仕上げはクリアジェル、キューティクルオイル塗布して終了
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【ネイル各単科資格受験費用】
マニキュア＆ペディキュア資格
受験費用

￥25,000

【筆記】
▼マニキュア＆ペディキュア学＋ネイルサイエンス学

【受験費に含むもの】

【実技】

▼受験手続費用一式
▼RPL スキルチェック費 （受験資格有無の示唆）
▼RPL スキル証明費 （受験資格証明書）

アクリルネイル資格
受験費用

試験内容

￥25,000

▼マニキュア＆ペディキュア

【受験日】年１回（6 月予定） 【受験地】東京、名古屋、大阪予定
【筆記】
▼アクリル学
【実技】

【受験費に含むもの】

▼アクリル ＊商材メーカー指定なし

▼受験手続費用一式
▼RPL スキルチェック費 （受験資格有無の示唆）

【受験日】年１回（6 月予定） 【受験地】東京、名古屋、大阪予定

▼RPL スキル証明費 （受験資格証明書）

ジェルネイル資格
受験費用

￥25,000

【筆記】
▼ジェル学
【実技】

【受験費に含むもの】

▼ジェル＊ソフト、ハード選択可、メーカー指定なし

▼受験手続費用一式
▼RPL スキルチェック費 （受験資格有無の示唆）

【受験日】年１回（6 月予定） 【受験地】東京、名古屋、大阪予定

▼RPL スキル証明費 （受験資格証明書）

ネイルアート＆電気機器操作資格
受験費用

￥25,000

【受験費に含むもの】
▼受験手続費用一式
▼RPL スキルチェック費 （受験資格有無の示唆）
▼RPL スキル証明費 （受験資格証明書）

【筆記】
▼ネイルアート学＆電気機器操作学
【実技】
▼アートミックスメディア、ネイルマシーン
＊メーカー指定なし

【受験日】年１回（6 月予定） 【受験地】東京、名古屋、大阪予定

【受験費用に含まないもの】 各単科資格受験用教本は有償販売
受験資格条件

＊教本の送料は受験生負担（着払い）

ネイルスクール又美容学校(ネイル課)卒業＋実務経験 3 か月以上（サロン勤務証明）

＊スクールはどこのスクールでも可、但しメーカーの講習は不可、下記履修時間修了証明が必要
□マニキュア＆ペディキュア資格受験 ： 履修 60 時間以上
□アクリル資格受験 ： 履修 60 時間以上
□ジェル資格受験 ： 履修 30 時間以上
□ネイルアート資格受験： 履修 30 時間以上 ＊但し、ネイルマシーン操作含む
＜注意＞ オーストラリア美容国家資格機構認定校でスキルチェックの受講が必要となります。尚、認定校が近くにない
場合は、お近くのスクール情報を AIB ジャパン又オーストラリア美容国家資格機構へご連絡ください。

【その他の事項】
＊受験の際のモデル同伴及び商材、道具一式 (ジェルは UV ライト含む)は受験生持参、忘れた方は、受験ができません。
尚、モデルは受験日の当日シャッフルされる場合がありますので受験生がお連れしたモデルに当たらない場合もあります。
＊受験の結果、不合格の方は追試となります。追試は不合格となった箇所となり再実施されます

＊オーストラリア美容国家資格機構認定校は、
ホームページ【オーストラリア美容国家資格機構】の欄を参照ください。
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試験概要

単科国家資格 ： 使用商材（メーカー）の指定はありません。

【マニキュア＆ペディキュア国家資格】
＜筆記＞ 90 分
■マニキュア＆ペディキュアサービス一般常識、衛生、施術の手順、禁忌事項
■ネイルサイエンス：爪の一般常識、手足の皮膚機能と特性、上腕の構成と機能、衛生
＜実技＞ 2 時間
■マニキュア：モデルの両手 60 分
■ペディキュア：モデルの両足 60 分

【アクリルネイル国家資格】
＜筆記＞ 60 分
■アクリルサービス一般常識、衛生、施術の手順、禁忌事項
＜実技＞＊両手 90 分 ：、フレンチスカルプ
■モデルの右手 ：チップオーバーレイ＜ クリア又ナチュラル使用／白フレンチ仕上げ＞
■モデルの左手 ： フォーム使用＜白フレンチスカルプ＞

【ジェルネイル国家資格】
＜筆記＞

60 分

■ジェルサービス一般常識、ジェル商材一般知識、施術の手順、禁忌事項
＜実技＞
＊両手 90 分 左右自由選択： チップオーバーレイ、フレンチスカルプ
＊ジェルを施術する両手のケアは、実技試験開始前に済ませておきます
＊使用ジェルはクリアー、ホワイト、ナチュラル、ピンク
■チップオーバーレイ：白フレンチチップ使用／クリアージェル載せプレート（ベッド）はクリアー
■フォーム使用：白フレンチスカルプ

【ネイルアート国家資格】
＜筆記＞ 60 分
■ネイルアート一般常識、電気機器操作、衛生、禁忌事項
＜実技＞＊右片手 60 分
■親指：チップオーバーレイフレンチ仕上げ ＊５本全部にドリルワークを施す（削る、形を整える、彫る等）
人差指／中指：ミックスメディア
薬指／小指：フレンチスカルプ
＊ミックスメディア、イクステンション色、形自由
＊ネイルマシーン使用（削る、形を整える）・・・５本すべてにマシーンを使用すること
＊人差し指、中指はシーラー、トップコート使用可 ＊ネイルピアス可
＊仕上げは磨き上げのみ
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オーストラリア美容国家資格機構殿

【受験生の状況】□サロン勤務

【受験申込書 】

MANICURIST APPLICATION FORM

□アルバイト □サロン経営 □スクール講師 □その他

【申し込み経路】□認定校＊認定校名：
□一般（知人紹介、インターネット等）
【受験種類】
□Certificate Ⅱネイル国家資格 ¥95,000
□マニキュア＆ペディキュア国家資格

□アクリルネイル国家資格 □ジェルネイル国家資格

□ネイルアート国家資格(電気機器操作含む)

＊各¥25,000

フリガナ

生年月日：西暦

氏名：
First name(名)

年

月

日(

才) □女性 □男性

last name(姓)

Name(英字)
住所：〒
TEL：

＊正しいスペルで記載のこと
FAX：
E-mail：

携帯：

＊ネイルスクール又美容専門学校ネイル専科卒業
卒業学校名：

年

＊実務経験：

年

月卒業

時間コース

ヶ月

日本の協会、団体の保有ネイル認定名：
＊実務経験のみで受験の方：実務経験：
＊各単科資格受験の方 □マニ＆ぺディ

西暦
年

年 月取得

ヶ月間

□アクリル □ジェル

□ネイルアート

時間履修、履修先名：

希望受験地

＊該当の欄に✔して下さい。

□ 東京
□ 名古屋
□ 大阪
貴オーストラリア美容国家資格機構の裏面(別紙)ポリシー(規定)に従い受験費用を指定の金融機関に振り込み申
し込みいたします。

西暦

年

月

日

住 所：〒
申込者名：

㊞ 本人サイン：

※オーストラリア美容国家資格機構事務代行 AIB ジャパン／AIB Gold Coast 記載欄
受験費

書類一式

教本

スキルチェック先
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講習受講先

ＲＰＬデーター

結果

【受験ポリシー＜規約＞】
【１】ネイルＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅⅡ資格受験条件及び試験内容は別紙詳細にて知っております。
【２】マニキュア ＆ぺディキュア、アクリル、ジェル、ネイルアート等の単科資格受験条件及び試験内容は受験詳細にて知っております。
上記【１】ＣｅｒｔｉｆｉｃａｔｅⅡ受験及び【２】単科資格受験で、認定校以外のスクール卒業生及び一般受験者はＲＰＬ証明（受験資格の有無）作成
のためスキルチェック（適正チェック）をオーストラリア美容国家資格機構指定の各都市認定校で受講します。スキルチェック費用は受験費用
に含まれます。
【申し込み時の必要書類】 書類の送付先は、オーストラリア美容国家資格機構指定の各都市認定校
下記書類及び受験費用の支払い確認後、受験申し込みが正式に受理となります。
＊申込用紙は郵送又ＦＡＸでも構いません
＊RPL スキル証明のデーターはＡＢＱＯオーストラリア美容国家資格機構、各認定校より提出されオーストラリアに送られます

＜但し、以下の書類は郵送のみ受付けされます＞
・ネイルスクール卒業証明書のコピー ＊ある方
・日本の各団体又協会認定保有者は認定証のコピー＊ある方
・実務経験にて受験の方はサロンオーナーの証明書 ＊様式あり、但し不明瞭な場合、当社の判断で受付受理不可
・マニキュア＆ペディキュア、アクリル、ジェル、ネイルアート等の単科資格受験の方、受験詳細に記載されている証明書
・18 歳未満は親権者の承諾書＊様式自由、但し不明瞭な場合、当社の判断で受付受理不可

個人情報保護護に関すること、ここでいう個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名・生年月日・住所をはじめ電話番号・メ
ールアドレスなど、個人が識別できるものをいいます。また、組み合わせることによって個人が識別できる情報も個人情報として
取り扱います。 個人情報取得の目的は以下の活動を行うことを個人情報取得の目的としています。
・ネイルオーストラリア国家資格受験に関するサービス提供、サービス向上のためのアンケート等。
・個人が特定できない形で集計し、統計情報としての活用を行うことがあります。
個人情報の利用・提供は前述の目的の範囲内で利用いたします。外部委託個人情報の処理を外部に委託する際に、個人情報を預託
する場合があります。委託処理を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密
保持契約を結んだ上で行います。個人情報の管理は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、漏洩などの危険に対して
必要な安全対策を継続的に講じるよう努めます。
提出書類、一度提出した書類は、如何なる事由があっても返却はなされません。
（個人情報保護法に基づき管理され、データーの
流出及び第 3 者への流用はありません）又受験は資格の合格を保証するものではありません。尚、予定されていた会場が試験当日使
用困難になった場合、やむを得ず急遽会場及び日程変更（延期）等が起こる場合があります。その際、受験費用は新たな日程に当てられ
るものとします。試験の中止以外は受験費用の返還は一切できません。
試験の合否は受験後に受験申し込みをした各都市認定校を通じて連絡されます。採点はオーストラリア政府認定試験官資格者＜
CertificateⅣin Training and Assessment 保有者＞の下に厳正に行われますので不合格の場合の詳細は明らかにされません。
不合格の方は受験をした各都市認定校又 AIB Gold Coast／AIB ジャパンより通知がなされ、不合格となった科目又箇所のみ再試
験となります。
尚、決められた試験日の時間に遅れた場合(公共の交通機関の遅れは除く）、又試験に際し必要なモデル、道具、機器、商材等を忘
れた場合は試験に参加できません。その他、個人的な事由により試験に参加しなかった場合受験費用の返還請求はできません。
上記、了承いたしました。

西暦

年

受験生氏名：

月

日

住所：

㊞
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