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ご挨拶　

APRIL ACADEMYを開校してから10数年、皆様のネイルに対する関心やネイルを取り巻く
環境等はめまぐるしく変化して参りました。
そんな中、私どもAPRIL ACADEMYが一貫して続けてきたのが、
「実践で活躍できるネイリスト」の創出
です。
かねてより、ネイリスト検定を受験させることに疑問を持ち、検定はもっているけれど
実践で通用せずにネイリストになること自体を諦めてしまう人たちを沢山見てきた中で、実践で通用せずにネイリストになること自体を諦めてしまう人たちを沢山見てきた中で、
何とかスクールレッスンのカリキュラムの中で、本当に「今」お客様が必要としている
技術、知識、そして接客力までを身につけてもらいたいと考え、2017年にようやく現在
の「完全マンツーマン制レッスン」というスタイルにたどり着きました。
利益を重視すると、スクールにとってはグループレッスンのほうが良いに決まっています。
でも、本当にお客様が必要としている、お客様に喜ばれるネイリストを育てようと思うと、
グループレッスンでは難しく、また膨大な時間がかかります。
完全マンツーマン制にすることにより、また毎回講師の手でレッスンができることにより、完全マンツーマン制にすることにより、また毎回講師の手でレッスンができることにより、
生徒さん１人１人への改善策の提案や克服するための近道をアドバイスすることが可能に
なりました。
生徒さんは、初回のレッスンからお客様に施術をしている雰囲気でレッスンが受けられる
ので、その日からネイリストを体感していただけます。
また、卒業後にプライベートサロンを開くため、集客のためのノウハウの提供をすること
や、弊社が運営するネイルサロンにて業務委託契約ネイリストとして働く場を提供する等、
皆様がネイリストとして活躍できるサポートまでをさせていただいています。皆様がネイリストとして活躍できるサポートまでをさせていただいています。
女性が得意な分野で、結婚、出産、子育て等の生活環境の変化に応じて無理無く働き続け
られるお手伝いをさせていただけますと幸いです。

APRIL ACADEMY 校長
中井　みゆき



今までにないネイルスクール　APRIL ACADEMY
      APRIL ACADEMYはひと味違うネイルスクールです♡

卒業と同時にプライベートサロンがオープンできます
ネイリスト検定に受かることを目標にしたレッスンを受けてきた生徒さんは、
実際のサロンワークに必要な技術や知識、そして接客について学んでいないので、
なかなか即戦力になりにくいのが現状です。APRIL ACADEMYでは、検定に
合格するためのレッスンではなく、卒業と同時にお客様に必ずご満足いただける
技術力×知識力×接客力の全てを身につけていただくレッスンを行ないます。
目指すのは“愛されネイリスト”です♡目指すのは“愛されネイリスト”です♡
＜ネイルサロンAPRILにて契約ネイリストとして働くことも可能＞

人気サロンになるためのサロン構築セミナーもあります
技術、知識、接客力が身に付いても、うまくサロンを経営していけるか不安・・
という方がほとんどです。 せっかく身につけていただいた技術を無駄にしない
よう、サロンをスタートするにあたり、コンセプト作り、ターゲティング、
メニュー構築、新規集客、リピートの獲得等、スムーズに売上をあげていくため
のノウハウと経営のマインドを、サロン経営歴15年の中井みゆきがお伝えします。
ネイルスクールにサロン構築セミナーがあるのは大変珍しく、APRIL ACADEMYネイルスクールにサロン構築セミナーがあるのは大変珍しく、APRIL ACADEMY
の最大の特徴となっています。

サロン実習を受けていただきます
レッスンの中には、ネイルサロンAPRILでのサロン実習が組み込まれています。
初めてお会いするお客様に、お出迎え、カウンセリング 、お客様のご要望に添った
施術、お会計、次のご予約の確認、お見送りまでの一連の流れを実際に体験
していただけます。どんな職場でも堂々とお客様をお迎えいただけるよう
になります。

ネイルサロンが運営しているスクールです
オープンして15年の実績を誇る人気のネイルサロンAPRILが運営しているので、
常に最新の流行やお客様のご要望に応えられるレッスンを行ないます。 

講師は全員現役トップネイリストです
ネイリスト＆講師歴10年以上の人気現役ネイリストが、サロンで実際にしてきた
こと、していることなど、生きた情報をお伝えできるレッスンは、APRIL 
ACADEMYならでは。

初心者を対象としています
APRIL ACADEMYに入学される生徒さんは、全員ネイルの知識や経験が全く
ない初心者です。初心者からでも、必ず“愛されネイリスト”になれます！

完全マンツーマンの丁寧な指導
ネイルの技術取得は、その人の適正や生活環境、そして目標に応じてそれぞれ
ペースが違います。ペースの違う生徒さんをグループレッスンで見ることは、
卒業時に仕上がりのバラつきが出ることを経験してきた結果、APRIL ACADEMY
のレッスンは完全マンツーマンで行なうことにしました。１人１人に合わせた指導を
丁寧にしっかりとさせていただいていますので、全員の結果が出るスピードが断然
違います。違います。



ネイリストとしてお仕事をされたい方のためのコース
                               “ほんものネイリスト”養成コース
                               最短３か月で手に職をつけて、自宅サロンを開く
                                         ＜完全マンツーマンレッスン＞
卒業と同時にお客様に満足いただける技術力、知識力、接客力を身につけていただくコース。
講師陣が卒業までをしっかりとサポートする完全マンツーマンでのレッスンとなります。
毎回講師が生徒さんの爪にデモンストレーションを行ない、生徒さんは講師の爪で練習を行なう密度の濃いコース
です。講師は現役で活躍するネイリストですので、現場での実体験をお伝えしながら、実践に強いネイリストをです。講師は現役で活躍するネイリストですので、現場での実体験をお伝えしながら、実践に強いネイリストを
育てます。カリキュラムの中にはサロン実習も含まれ、卒業時には安心してお客様の施術にあたっていただける
ようになっています。毎回講師と次のレッスンの日程を決められる、自由度の高いフリータイム制も嬉しいポイント。

時間：1レッスン3時間・全24回（全72時間）
開催日：フリータイム制
受講料：¥540,000（税抜）
教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）
 ★カリキュラムは別紙をご参照ください★ ★カリキュラムは別紙をご参照ください★
 
♦随時入学受付中
＜人数に限りがございますので、入学をお待ちいただく場合がございます＞

＊ネイルサロンAPRILで業務委託ネイリストとして働くことも可能です＊

シニアにも大人気！

仕事としてではなく、趣味で人のネイルがしたい方のためのコース
                                             “プチ・ネイリスト”コース
                                             ＜完全マンツーマンレッスン＞
ネイリストになりたいわけではないけれど、趣味で友達や家族にネイルがしてあげられるようになりたい！
というご要望にお応えして誕生した、珍しいコースです。
お手軽だけれど、人の爪を安全に扱うことができるようになります♡
自分の爪でレッスンを行なう日と講師の爪でレッスンを行なう日がある、充実した内容となっております。
毎回講師と次のレッスンの日程を決められる、自由度の高いフリータイム制も嬉しいポイント。毎回講師と次のレッスンの日程を決められる、自由度の高いフリータイム制も嬉しいポイント。
 
時間：1レッスン2時間・全10回
開催日：フリータイム制
受講料：¥198,000（税抜）
教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）
 
★カリキュラムは別紙をご参照ください★★カリキュラムは別紙をご参照ください★
 
♦随時入学受付中
＜人数に限りがございますので、入学をお待ちいただく場合がございます＞



検定試験に合格することを目標としたレッスンではなく、卒業と同時にお客様に満足いただける

技術力、知識力、接客力を身につけていただくコース。

現役ネイリストに、「ネイルスクールでどんなことを教えてもらえれば、他に時間とお金を費やす

ことなく、すぐに自信を持って活躍できたと思いますか？」というアンケート調査に基づき、

考え込まれて作り出されたカリキュラムとなっております。

完全マンツーマンで行なうレッスンは、他の生徒さんに講師の時間を取られることがなく、

最初から卒業までの全てをあなたのためだけにサポートする贅沢なレッスンです。

毎回生徒さんの爪にデモンストレーションを行ない、生徒さんは講師の爪で練習ができる

密度の高いコースです。

レッスン日も毎回講師と相談のうえ決められる、自由度の高いフリータイム制も嬉しい

ポイントとなっております。

　♦︎時間：1レッスン3時間・全24回（全72時間）

　♦︎開催日：フリータイム制

　♦︎受講料：¥540,000（税抜）

　♦︎教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）

■カリキュラム■

１．ネイルの基礎知識 １３．スカルプチュア／チップ

２．ネイルケア（ニッパーワーク） １４．ネイルアート／チェック・レース

３．ネイルケア（ニッパーワーク） １５．リフィル

４．グラデーション １６．グラデーション

５．グラデーション １７．ワンカラー

６．ワンカラー １８．フレンチ

７．ワンカラー １９．ネイルアート／タイダイ・大理石等

８．フレンチ ２０．スカルプチュア／チップ

９．フレンチ ２１．カウンセリング

１０．ネイルアート／お花 ２２．卒業試験

１１．基礎知識2・病気・衛生管理 ２３．サロンワーク実習

１２．スカルプチュア／チップ／シルクラップ ２４．サロンワーク実習

“ほんもの”ネイリスト養成コース
＜完全マンツーマンレッスン＞

技術　×　知識　×　接客力　の全てを兼ね備えたネイリストになる



■プチ・ネイリストコースのメリット■

◎ネイリスト養成コースよりもお手軽

ネイリストになりたいわけではないけれど、趣味で友達や家族にネイルがしてあげられるように

なりたいという方のためのコースはなかなか無いものです。

お手軽でけれど、人の爪を安全に扱うことができるようになる、珍しいコースです♡

◎レッスンは毎回講師の手を使って

せっかく人のネイルを塗ることを学ぶのに、自分の爪で練習していては上達しません。

モデルさんを用意していただく煩わしさもなく、気軽にレッスンに通っていただくために、

毎回講師の爪をお貸しいたします♡

◎反復練習をすることで確実に技術が身に付く

全ての工程は１回のレッスンで終わらせることなく、何回かに分けて行ないます。

反復練習を行なうことにより、確実に上達します。

◎オフのみを学ぶレッスンがある

ジェルネイルをする上で最も気をつけなくてはいけないのが「オフ」。せっかくお友達や

ご家族のネイルをして喜んでいただいたのに、オフで爪を傷めてしまっては台無しです。

爪をいためることなくオフする方法をまるまる１回のレッスンでじっくりと覚えていただきます。

◎季節のアートが４種類習得できる

お友達やご家族のネイルをする際、ちょっとしたアートを施すことにより、更に喜んで

いただけること間違いなし！じっくりアートを学べるレッスンが２回ついています♡

◎手ぶらで通える

レッスン当日の道具や材料は全てこちらでご用意いたしますので、手ぶらでお越しください！

お仕事帰りにも気軽に受けられるクラスです♡必要なものを必要なときご購入ください。

　   ♦︎時間：1レッスン2時間・全10回

　   ♦︎開催日：フリータイム制

　   ♦︎受講料：¥198,000（税抜）

     ♦︎教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）

■カリキュラム■

第一回：ネイルの基礎知識・ネイルケア

第二回：ネイルケア・ワンカラー

第三回：ジェルオフ・ネイルケア

第四回：ネイルケア・ワンカラー

第五回：グラデーション

第六回：ネイルアート２種類

第七回：フレンチ

第八回：グラデーション・ストーン、スタッズの付け方

第九回：ネイルアート２種類

第十回：フレンチ・ラメラインの引き方

プチ・ネイリストコース
＜フリータイムレッスン＞

趣味でお友達やご家族のネイルができるようになりたい方のために！



プライベートサロンを開きたい方のためのコース

サクセス・サロン・アカデミー
３ヶ月で口コミが止まらない人気サロンに♡
自宅サロンをスタートするにあたり、コンセプト作り、ターゲティング、メニュー構築、新規集客、リピートの獲得等、
スムーズに売上をあげていくためのノウハウをお伝えし、一緒に「売れる」サロンを作り上げていきます。
せっかく身につけた技術・知識・接客術が無駄にならないように、サロン経営歴15年の中井みゆきが誠心誠意お伝えし、
３ヶ月の間の皆様お一人お一人の活動状況を確認しながらアドバイスいたします。
  
ネイルサロンに限らず、エステ、まつげエクステ等、他業種のサロンをオープンされる方もお申込みいただけます
 
時間：1回3時間・全6回（全18時間）
開催日：隔週日曜日　14:00-17:00
受講料：¥240,000（税抜）
(“ほんものネイリスト”養成コースと同時にお申込みの場合は
¥190,000(税抜)とお得です。¥190,000(税抜)とお得です。
定員：8名様
 
★カリキュラムは別紙をご参照ください★
 

ホームページを一緒に作ろう！
自分で思いどおりのホームページが作れます
サロンをオープンするにあたり、やはりホームページは用意しておきたいものです。
ブログしかないサロンよりも、ホームページがあるサロンの方がお客様にも安心感を与えます。
とは言え、最初からホームページを作ってもらうのは費用も掛かり、かなりハードルが高いもの。
そこで、安価で簡単に自分でもホームページを作る方法をお伝えいたします！
レッスンでは、その場で３～４ページを一緒に作り上げますので、帰ってから習ったとおりに作ろうと思ったら全然レッスンでは、その場で３～４ページを一緒に作り上げますので、帰ってから習ったとおりに作ろうと思ったら全然
分からないということがありません。自分でできるSEO対策についてもお話させていただきます。
もちろん、アフターフォローもしっかりとさせていただきます。
 
時間：1回4時間・全1回
開催日：毎月１回開催　月曜日　13:00-17:00
受講料：¥36,000（税抜）
持ち物：普段お使いのノートパソコン持ち物：普段お使いのノートパソコン



良い技術、豊富な知識を持っているだけでは、サロン経営はうまくいきません。

お客様が来てくださるからこそ、売上は上がるし、お客様が長く通ってくださるからこそ、

サロンの安定経営ができるのです。

サロンを始める際には、先を見据え、計画的に進めなくてはいけません。

サクセス・サロン・アカデミーでは、新しくサロンを始めたい方から、既にサロンを始めている

けど、集客ができない、売上があがらないという方までを対象に、それぞれに合った集客

方法やできるだけ費用をかけずに集客する方法をお伝えします。

アカデミー受講中は、生徒さんそれぞれの動向を常にチェックし、適切なタイミングで

適切なアドバイスをさせていただきますので、グループレッスンの枠を超えた内容と

なっております。

ぜひ口コミが止まらない人気サロンを一緒に作り上げていきましょう。

＜ネイルサロンに限らず、エステサロン、まつげエクステサロン等、他業種のサロンの方

　も大歓迎です＞

　   ♦︎時間：1レッスン3時間・全6回（全18時間）

　   ♦︎開催日：隔週日曜日　14:00-17:00 （変動あり)

　   ♦︎受講料：¥240,000（税抜）

　   ♦︎定員：8名様

■カリキュラム■

　サロンオーナーの心構え・あなたのサロンのコンセプトとターゲット

　メニューと価格の設定・売上げ目標と売上の上げ方・利益の出し方

　新規集客には必須！まずはあなたを知ってもらうための発信

　「あなたにお願いしたい！」と思ってもらうためのブログの活用法

　SNSを最強に使いこなすための実践ワーク

　お客様がお客様を口コミで連れてくる法則を知る

　「また来たい！」と思ってもらえるリピート獲得の方法

サクセス・サロン・アカデミー
＜グループレッスン＞

３ヶ月で口コミが止まらない人気サロンになる方法



セルフジェルじっくりお稽古コース
毎月１回通ってサロン級のネイルが自分でできる
毎回両手が素敵なジェルネイルで仕上がる
♡サロンに行く時間が無い
♡サロンに掛けるお金がもったいない
♡細かいことが好き
という方のためのセルフジェルネイルコースです。毎回両手が素敵なジェルネイルに仕上がり、セルフジェルでという方のためのセルフジェルネイルコースです。毎回両手が素敵なジェルネイルに仕上がり、セルフジェルで
重要となる安全なジェルの「オフ」の仕方を徹底的に伝授いたしますので、爪を傷めることなく、安心して
セルフジェルをお楽しみいただけるようになります。
繰り返しレッスンを行なうことで、６回終了時には、サロンでやってもらった程のレベルに到達します！
好きなときに、好きな場所でセルフジェルネイルをお楽しみください。
 
時間：1回3時間・全6回（全18時間）
開催日：フリータイム制開催日：フリータイム制
受講料：¥148,000（税抜）
 
★カリキュラムは別紙をご参照ください★

セルフジェル速攻基礎コース
やり方だけ教えてもらい、自分で練習したいという方に
短期集中で習いたいという方に
♡サロンに行く時間が無い
♡サロンに掛けるお金がもったいない
♡細かいことが好き
という方のためのセルフジェルネイルコースです。１回のレッスンの時間が短く、講師とスケジュールをという方のためのセルフジェルネイルコースです。１回のレッスンの時間が短く、講師とスケジュールを
合わせてレッスン日を決められるので、短期集中でセルフジェルネイルの技術を習得したいという方に
向いています。アートのレッスンもある、楽しいクラスです。
好きなときに、好きな場所でセルフジェルネイルをお楽しみください。
 
時間：1回2時間・全6回（全12時間）
開催日：フリータイム制
受講料：¥108,000（税抜）受講料：¥108,000（税抜）

★カリキュラムは別紙をご参照ください★

自分の爪をいつもジェルで綺麗にしていたい方のためのコース



■じっくりお稽古コースのメリット■

◎毎回自分のネイルが１０本仕上がる

必ず生徒さん全員が仕上がるまでできます。時間が来たから終わりということはありません！

次のレッスンまで、仕上がったネイルをお楽しみください♡

◎サロン代が浮くうえ、技術が身に付く

３週〜４週に一度サロンに行くことを思えば、サロンでのネイル代が浮いて、更に自分で

できるようになる一生ものの技術が身に付いてお得♡

◎反復練習ができて上達が早い

毎回先生に見てもらいながらネイルができるので、悩みもすぐに解決できます。そして、

自己流でやるよりも上達が断然早いです♡

◎ジェルオフのレッスンが３回で安心

セルフネイラーの皆様が陥りがちな間違ったオフの仕方による爪の傷み。健康な爪を保ち

ながらジェルネイルを楽しんでいただきたいため、ジェルオフのレッスンを徹底的にやります♡

◎アートが６種類以上習得できる

どうせジェルネイルを自分でするのであれば、アートだって上手にできるようになりたい！

にお応えして、毎回お楽しみのアートレッスン付き♡

◎手ぶらで通える

レッスン当日の道具や材料は全てこちらでご用意いたしますので、手ぶらでお越しください！

お仕事帰りにも気軽に受けられるクラスです♡必要なものを必要なときご購入ください。

　   ♦︎時間：1レッスン4時間・全6回（全24時間）

　   ♦︎開催日：フリータイム制

　   ♦︎受講料：¥148,000（税抜）

     ♦︎教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）

■カリキュラム■

第一回：ネイルケア・ワンカラー・お楽しみアート

第二回：ジェルオフ・ネイルケア・ワンカラー・ジェルアート

第三回：ジェルオフ・ネイルケア・ワンカラー・ジェルアート

第四回：ジェルオフ・ネイルケア・バルーンフレンチ・ラメライン

第五回：ネイルケア・グラデーション・ストーン＆スタッズアート

第六回：ネイルケア・フレンチ・手描きアート

セルフジェルネイルじっくりお稽古コース

お家で簡単ジェルネイル。サロン級のネイルが自分でできるようになる！



■速攻基礎コースのメリット■

◎毎回短時間のレッスン

毎回のレッスンは２時間。１０本は仕上がりませんが、習得したい基礎をしっかり身に

付けていただきます♡

◎サロン代が浮くうえ、技術が身に付く

３週〜４週に一度サロンに行くことを思えば、サロンでのネイル代が浮いて、更に自分で

できるようになる一生ものの技術が身に付いてお得♡

◎基礎がしっかり身に付く

セルフネイルでありがちな、「すぐに取れてしまう」「爪が傷んだ」というトラブルを解消！

自己流でやるよりも上達が断然早いです♡

◎ジェルオフのレッスンもあり

セルフネイラーの皆様が陥りがちな間違ったオフの仕方による爪の傷み。健康な爪を保ち

ながらジェルネイルを楽しんでいただきたいため、ジェルオフのレッスンを徹底的にやります♡

◎季節のアートが４種類習得できる

どうせジェルネイルを自分でするのであれば、アートだって上手にできるようになりたい！

にお応えして、アートレッスン２回付き♡

◎手ぶらで通える

レッスン当日の道具や材料は全てこちらでご用意いたしますので、手ぶらでお越しください！

お仕事帰りにも気軽に受けられるクラスです♡必要なものを必要なときご購入ください。

　   ♦︎時間：1レッスン2時間・全6回

　   ♦︎開催日：フリータイム制

　   ♦︎受講料：¥108,000（税抜）

     ♦︎教材費：無料（自宅練習用に必要に応じ購入可）

■カリキュラム■

第一回：ネイルケア

第二回：ワンカラー

第三回：ジェルオフ・グラデーション

第四回：ネイルアート２種類

第五回：フレンチ・ラメライン

第六回：ネイルアート２種類

セルフジェルネイル速攻基礎コース
＜フリータイムレッスン＞

お家で簡単ジェルネイル。サロン級のネイルが自分でできるようになる！
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APRIL ACADEMY 
東京都世田谷区玉川2-24-6 シルク玉川702

TEL.03-3707-0448
FAX.03-3707-0452

電話受付　火曜日～土曜日　10：00～18：00

http://april-academy.com
E-mail   info@april-powers.com

有限会社エイプリル・アンド・パワーズ

インストラクター

鴻上　みゆき
カルジェル公認エディケーター

I-NAIL-Aジェルネイル検定指導員

JNAジェルネイル検定上級取得

ALTA認定ハンドトリートメントセラピスト

学ぶことは何歳になっても始められること。ネイルの技

術はもちろん、ネイリストの楽しさ、素晴らしさをお伝え

できるようなレッスンを心がけています。皆様のファッシ

ョンライフ、キャリア・プランが更に豊かになりますよう

お手伝いさせていただきます。

村野　友紀
カルジェル公認エディケーター

I-NAIL-Aジェルネイル検定指導員

私もこのアカデミーの卒業生。

アットホームで楽しく、また実践的なスクールで、多くの

ことを学びました。失敗や苦労もたくさんありましたが

その経験があることで、きっと皆様のお役に立つお手伝

いができると思います。

松村　恵美　
カルジェル公認エディケーター

I-NAIL-Aジェルネイル検定指導員

ネイルが好きな専業主婦だった私が、このスクールに

通い、憧れのネイリストになれました。覚えることがたく

さんあり、練習もたくさん必要ですが、ネイルが好きな

方なら楽しく学べるスクールです。

一緒に頑張りましょう！

 アクセス

１階は明和証券

多摩川
玉
川
通
り

玉川高島屋
S.C.
本館

玉川高島屋
S.C.
南館

二
子
玉
川
駅

Dogwood Plaza

ライズS.C.タウンフロント

ライズS.C.リバーフロント

東京三菱UFJ銀行

二子玉川駅から徒歩２分！

APRIL ACADEMYの講師陣は、全員ネイルサロンAPRILで活躍する

現役のネイリスト。だからこそ現場で求められる最新の技術やデザ

インだけでなく、お客様への気配りを含めた実践に沿ったレッスン

を行うことができます。みんな同じように通って来た道、どんなこと

でもご相談ください。



表参道校のご案内

AＰＲＩＬ　ＡＣＡＤＥＭＹのレッスンは、ご希望により表参道校でご受講いただくことも
可能です。

JBネイルスクール
東京都港区北青山３−８−３青山レジデンス２F　（表参道駅A1出口より徒歩３０秒）

■インストラクター■

Ami Morishima
ジャクリーンバーチェル・トップエディケーター

Miyuki Nakai
ジャクリーンバーチェル・エグゼクティブディレクター



お申込みまでの流れ

①ご希望のコースを決めます
②初回レッスンのご希望日を決めます
③お申し込みフォームを記入のうえ、送信してください
（またはお電話にてお申し出ください）
④受講料の振込先、振込金額、振込期限のご案内を返信いたします
（お電話の場合はお申込をいただきました際にお知らせいただいます）
⑤期日までに受講料をお振込みください⑤期日までに受講料をお振込みください
⑥初回レッスンのご案内をいたします
⑦レッスンスタートです！

お申込みフォームはこちら　☞
https://ws.formzu.net/fgen/S64168762/

お電話でのお申込みは　０３−３７０７−０４４８　まで

■レッスンの様子が見れるブログも掲載しているホームページもぜひご覧ください

■“ほんものネイリスト”養成コースをお考えの方には、【無料ネイリスト体験会】をご用意しています！

体験会の詳細とお申込みはこちら　☞

ホームページはこちら　☞

http://www.april-academy.com/blog/1day

http://www.april-academy.com


