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和久井先生がネイルに出会ったきっかけは？ 

あれは高校生の頃。アメリカ帰りのネイリストさんの技術に驚きました。 

 

当時はまだ現在のようにネイルサロンがお馴染のものではなかったのですが、友人

のお姉さんがアメリカでネイリストとして活動していまして、その方が日本に帰っていら

したときにたまたま爪を塗ってもらったことがありました。彼女が仕上げてくれた自分

の指先を見て、なんて素敵なんだろう！ と思ったのがネイルの世界に興味を持った

きっかけです。ネイリストってとても綺麗なお仕事だなあと憧れを抱いたのを覚えてい

ます。 

 

その後は、自分でも短い爪に色を塗ったり、ラインテープを使ってデザインを楽しむよ

うになりました。と言っても、専門的な道具を使っていたわけではなく、雑貨屋さんに

売っているようなものを自分流にアレンジして使って遊んでいただけですけどね。日本

にはまだジェルネイルが伝わっていない頃のお話です。 

 

これまで、どこでどんな事を学ばれたのですか？ 

日本にスクールが出来始めたばかりの頃。まだまだ授業料が高くて…… 

 

私の学生時代にはまだ日本にネイルスクールがひとつしかありませんでした。そこに

入るにはとてもお金が必要でしたので、実はその時点で一度ネイリストの夢を諦めて

います。そしてネイルとは縁のない企業に就職をしました。でも、会社員生活を送って

いるうちに、日本にもスクールがどんどん増えたのと、自分の経済状況が少しずつよ

くなるなどしたことから、再び挑戦を決めたのです。ちょうど会社員になって５、６年経

った頃。たくさんのスクールの中から自分に合ったところを選

びました。 

 

スクールに行くからにはプロになると決めていました。 

 

卒業後は会社を辞めることを前提に、まず勤務形態を正社

員からアルバイトに変えて時間をつくり、スクールには週２回

のスケジュールで約８ヶ月間通いました。はじめからプロにな

るつもりで行動していましたね。 
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ネイリストとして活躍するまでのプロセス 

最初はサロンに関心がなく、フリーランスで活動をしていました。 

 

私はスクール卒業後にサロンに勤務するつもりも、自宅サロンを開くつもりもありませ

んでした。最初からフリーランスでやろうと心に決めていたので……自分ひとりでチラ

シを作ってポスティングをするなどの営業を開始。それで何軒かのお宅と、美容室さ

んに呼んでいただけるようになり、出張ネイルという形態でお仕事をするようになりま

した。 

 

チラシまきから半年ほど経った頃に、卒業したネイルのスクールから依頼を受けて、

講師として勤めるようになり、その後の約７年間は「出張」と「講師」というスタイルで活

動しました。この間に雑誌などで記事に取り上げていただくことが数回あり、次第にい

ろいろな方に知っていただけるようになりました。 

 

そして、今（２０１０年）から約８年前に講師として勤めていたスクールが閉校すること

になり、それをきっかけに自分でサロンを開いて、ネイルの楽しさやプロのネイリスト

の仕事を皆さんにお伝えするようになったのです。現在はネイル検定の審査員も務め

ております。 
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和久井先生のお教室に通われている方々は、どのようにネイルを
楽しんでいるのですか？ 
 

皆さん、ご自分の生活に合ったペースで楽しまれていますよ。 

 

 

Ａ さん ４０代（主婦） 

 

サロンのご近所にお住まいのＡさんは、まったくのネイル初心者だったのですがネイ

ルケアを受けたことから興味を持たれて入校。お子さんが学校に行っている昼間の時

間を利用して１週間に２回、２年間で約１００回のレッスンを受けられました。今では、

ママ友達の皆さんを相手にご自宅でサロンを開いていらっしゃるそうです。 

 

Ｂ さん  ２０代（会社員） 

 

ネイルが大好きなＢさんは趣味として３０回コースを受講されました。普段サロンでや

ってもらっているほとんどのことがご自分でできるようになり大満足とのこと。サロンに

行かれることもお好きなので、いろいろなところで最新情報やテクニックを学びつつ楽

しいネイルライフを送られているそうです。 

 

Ｃ さん ３０代（主婦） 

 

ご家族で古着屋さんを経営されていたＡさんは、新たにサロンを開くことを目標に勉強

されていました。最初は検定に興味を持っていないとおっしゃっていたのですが、検定

１カ月前になって突如受検を決心！ 並々ならぬ集中力で猛特訓し、見事に合格され

たのがとても印象に残っています。現在では夢を実現し、お友達と一緒にオーラソー

マとネイルを楽しめるサロンを営まれています。「熱意」の大切さを教えてくれたお客

様です。 

 

 

お仕事や育児など、皆さんそれぞれにお忙しいと思いますが、ご自分のライフスタ

イルにあった方法でゆっくりレッスンをされています。早く上達することよりも、どれ

だけ楽しめるかが大切。焦らずにリラックスしてチャレンジを続けてくださいね。 
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ネイルの世界の様々なジャンル 

実は多岐に分かれ、それぞれ専門的な技術が要されます。 
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そもそもジェルネイルとは？ 

「紫外線をあてると硬化するジェル」で爪にケアやアートを施すものです。 

 

ジェルネイルとは、少々とろみがある液状のジェルを爪に塗布し、専用のＵＶライト

で紫外線または、ＬＥＤライトで可視光線を照射させて固める技法を指します。一度固

まったらよれたり傷がついたりすることはほとんどなく、数週間美しい状態をキープで

きるのが特徴です。今、ネイルサロンのほとんどがこのジェルネイルを用いており、最

近では一般家庭でもジェルネイルを楽しめるキットも販売されています。これからネイ

ル技術を習得する上では外せないテクニックのひとつと言えるでしょう。ジェルネイル

にはソフトジェル（ソークオフジェル）とハードジェルがあります。本書では比較的扱い

やすく普及率も高いソフトジェルを使用したテクニックを紹介していきます。 

 

 

 

 

１ 美しいツヤと透明感 

いつも塗りたてのようなツヤを保てるのは最大の魅力。それでいて指先にしっくりとな

じみ違和感を与えません。 

  

２ 硬化後すぐに指先が使える 

ＵＶライトでジェルを硬化させてしまえば、直後から手作業が可能。フットも仕上がり後、

すぐに靴が履けるから便利です。 

 

３ はがれにくく丈夫な仕上がり 

丈夫なジェルネイルは仕事や家事で指先を使うことが多い人にオススメです。はがれ

にくいので、頻繁にはネイルをチェンジしたくないという人にも適しています。 

 

４ カスタム方法が無限 

ジェルはブレンドして使うことができます。手持ちのカラーが少なくても混ぜ合わせる

ことで、バリエーションがアップ。グリッターやホログラムとの相性も抜群です。 

 

５ においが少なく、施術の場所を選ばない 

アクリルに比べて刺激臭が少ないのが特徴です。作業中にほとんど匂いを感じない

ので快適。施術の場所を選びません。 

 

ジェルネイルの魅力 
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ソフトジェルの特徴と魅力は？ 

ハードジェルとの違いを以下にまとめてみました。 

 

ジェルネイル 

ソフトジェル ハードジェル 

専用の溶剤でオフできる 

爪への負担が軽い 

ファイルやマシンで削ってオフ 

爪を傷める可能性がある 

薄づきで軽いつけ心地 
ソフトジェルよりも 

ツヤがある 

柔軟性がある 強度がある 

長さを約１ｃｍ迄出せる 長さを約２ｃｍ迄出せる 

 

 

一番大きな違いは、ジェルを除去する（オフする）ときの方法にあります。ハードジェル

は塗布したジェルを削って落すため、爪に負担がかかりがちです。その点、ソフトジェ

ルは溶剤を用いれば簡単にオフすることができます。 

 

 

ソフトジェルを除去する方法は 

第１２章及び１７章の「ジェルのオフテクニック」で 

詳しく解説しています。 
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初心者にオススメのジェルブランドを教えてください 

ブランドそれぞれの特徴を踏まえて好みのものを見つけましょう。 

 

 仕上り 
価格 

（スターターキットで比較） 
入手容易度 

カルジェル ◎ 

△ 

プロ仕様のため 

スターターキット無 

△ 

公式講習会参加者

のみ購入可能 

バイオ 

スカルプチュア 

ジェル 

◎ △ 約６０，０００円 

○ 

プロ用だがネットシ

ョップで購入可能 

ノビリティ ○ ◎ 約４７，０００円 ◎ 

アクセンツ ○ ◎ 約４５，０００円 ◎ 

クリストリオ ○ ◎ 約４３，０００円 ◎ 

 

 

 

本書では 初心者の方でも扱いが容易で、価格

的にも手に入りやすい ＮＯＢＩＬＩＴＹ （ノビリテ

ィ）の製品を使用しています。 
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ジェルネイルを始めるにあたって必要なアイテムは？ 

 
①ＵＶライト  

ジェルを硬化させる紫外線を照射する専用ライト。各ブランドによってワット数に違い

があるので、使用するカラージェルと同じブランドのものを使用しましょう。 

 

②エメリーボード   爪の先を整えるのに使用します。 

 

③ファイル 

爪の表面を整える際やジェルの表面を軽く削る際に使用。１５０Ｇ（グリッド）や１８０Ｇ

と数値が記載されています。数値が小さいほど目が粗くなると覚えておきましょう。 

 

④スポンジバッファー 

爪の表面のツヤをとる際に使用。オフ後に爪の表面を整えるためにも使われます。 

 

⑤メタルプッシャー  キューティクルのお手入れに使用します。 

 

 

 



自宅がネイルサロンに！初心者のための、本格ジェルネイル講座（DVD付） 

 序章 ジェルネイル基礎の基礎 

 

Copyright 2010 Rika Wakui  All Rights Reserved 

- 11 - 

⑥筆（ブラシ） 

ジャータイプの容器に入ったジェルを爪に塗布する際に使用。筆先にはオーバル、フ

ラット、フレンチなど数種類があり、用途に忚じて使い分けます。 

 

Ａ 丸くカットされている「オーバル」 

Ｂ 先端が斜めにカットされている 「フレンチ」 

Ｃ 平塗りが容易な 「フラット」 

Ｄ 細かなラインも描ける 「アート」 

こしの強さ・柔らかさなど、お好みのものを選びましょう。 

 

⑦ジェルクレンザー   

手指の消毒、未硬化ジェルの拭き取り、道具の洗浄等に使用します。 

 

⑧ジェルリムーバー   ジェルをオフする際に使う専用除去溶剤です。 

 

⑨クリアジェル   ベースとトップに使用する基本の透明ジェル。 

 

⑩プライムボンド  爪表面の油分と水分をとり払い、ジェルの密着を高めます。 

 

⑪カラージェル 

色のついたジェル。ブランドによってはジェルポリッシュとも呼ばれます。ブレンドが可

能でオリジナルの色を作ることができます。 

※カラージェルの硬化時間や成分はブランドごとに差があります。ブレンドは同じブラ

ンド同士で行ってください。 

 

⑫トップジェル  

ハードタイプの透明ジェル。仕上げに塗るとさらにツヤが出て、持ちもよくなります。 

 

⑬ワイプ 

未硬化ジェルの拭き取り、爪表面のダスト除去、道具の洗浄など

に使用用途は多岐に渡ります。繊維がほつれにくいペーパータオ

ル状のものがオススメ。 

 

⑭キューティクルオイル   

爪とその周りを保湿するトリートメントオイル。 
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ＵＶライトの選び方を教えてください。 

使用するカラージェルと同じブランドのものがオススメです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェルを硬化させるためになくてはならない、ＵＶライト。形状や大きさ、タイマーの

有無など様々なタイプのものがあります。最近では、比較的安価でコンパクトなもの

が家庭用として人気のようです。 

選び方のポイントは、まず、ソフトジェルの硬化に必要な９Ｗ以上のものであること。

ただし、ブランドによって必要ワット数には若干の差がありますから、いろいろなブラン

ドのジェルに挑戦したい方は、ワット数が切り替えられるタイプが便利。低予算で気軽

に楽しみたいという初心者の方は使用するカラージェルと同じブランドのＵＶライトを

選ぶと安心です。 

ワット数が足りないと、ジェルが固まらない、すぐに浮き上がってしまうなどトラブル

の原因になるので注意してください。 

また、詳しい使用方法については付属の取り扱い説明書をよく読み、必ず内容に

従ってください。電球の取り換えなど定期的なメンテナンスもお忘れなく。 

 

ＵＶライトで日焼けしないの？ 

日焼けの心配はいりません。 

紫外線には、ＵＶ－Ａ、ＵＶ－Ｂ、ＵＶ－Ｃ と３タイプあり、このうちＵＶライトで使 

用するのは日焼けの心配のないＵＶ－Ａです。安心して使用できます。 
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あると便利なオススメアイテムは？ 

 

 

Ａ スパチュラ  

ジェルをブレンドする際に使用。 

Ｂ セラミックプッシャー 

キューティクルのお手入れに使用。 

Ｃ アクセサリーピッカー 

ラインストーンなど小さなパーツを先端に

吸着させて拾います。 

Ｄ ウッドスティック 

爪の周囲にはみ出したジェルを取り除く

のに便利。 

Ｅ 筆置き 

作業中に筆を置く場所があると便利！ 

Ｆ ピンセット 

ラインストーンやシールを扱う際に使用。 

 

  

 

どれもネイル専門店やコスメショップで手に入ります。最近はネットショップも便利です

ね。もちろん身近なものでも代用可能ですから、ご自分にあった使い勝手のよいもの

を探してみてください。お手入れや保管方法など、衛生管理には十分気を配りましょ

う。 
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爪の仕組みと基礎知識 

 

爪の部位 名称と構造 

①エッジ  爪の先端。厚みの部分。 

②フリーエッジ（爪先）  ネイルプレートがネイルベットから離れた部分。 

③イエローライン（黄線）  フリーエッジとネイルベットの境界線。 

④サイドウォール（側爪郭）  ネイルプレートの左右の端。皮膚に覆われている。 

⑤ネイルプレート（爪甲）  一般的に「爪」と呼ばれる爪全体のこと。 

⑥ハーフムーン（爪半月）  爪の根元に見える半月状の部分。見えないこともある。 

 

⑦キューティクル（甘皮）   

ネイルマトリクスを保護している部分。キューティクルのケアはジェルネイルにおいて

とても重要。 

 

⑧ネイルベット（爪床）  ネイルプレートと密着している皮膚の部分。 

⑨ネイルマトリクス（爪母）  ここで爪を作りだしている。 

⑩ネイルルート（爪根）  爪を作りだしている根元部分。 

 

ネイルプレートは三層構造 

 

さほど厚くは見えない爪ですが、実はネイルベット側から順にアンダープレート、ミド

ルプレート、トッププレートと３つの層に分かれます。ジェルを塗るのはトッププレー

トの表面。オフする際に無理にジェルを剥がそうとすると、トッププレートを傷める原

因になるのでご注意を。必ず専用の溶剤で丁寧にオフしましょう。 
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ジェルネイルの基本プロセス 

基本をしっかりマスターしておけば、いろいろなテクニックに応用できます。 

 

①プリパレ―ション ⑤カラージェル塗布（１）  ⑨クリアジェルを塗る 

   

大切な下準備。仕上がりが

大きく変わります。 

カラージェルを薄く塗ります。 トップコートの役割をします。 

②プライムボンドを塗る ⑥ＵＶライトで仮硬化 ⑩ＵＶライトで完全硬化 

   

爪の油分・水分を除去し、ジ

ェルの定着度アップ。 

１分間ライトにあててジェルを

固めます。 

最後は３分間。完全に硬化さ

せます。 

③クリアジェルを塗る ⑦カラージェル塗布（２） ⑪未硬化ジェル拭き取り 

   

ベースコートの役割をしま

す。 

ジェルは二度塗りが基本。 ワイプにクレンザーを染み込

ませて爪表面を拭きます。 

④ＵＶライトで仮硬化 ⑧ＵＶライトで仮硬化 ⑫キューティクルオイル 

   

１分間ライトにあてます。 もう一度ライトで硬化。 仕上げに保湿のためのオイ

ルを塗って完成です。 
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道具のお手入れ方法 

 

 

 

 

●新品のブラシをおろすとき 

 

  

①ブラシに少量のジェルをとります。 

②容器の蓋の裏側を使い、筆先がしなやかになるように 

数回ブラシを動かして、ジェルを馴染ませてから使いましょう。 

 

●使用後のブラシのお手入れ 

 

  

  

①ワイプにジェルクレンザーを含ませます。 

②丁寧にブラシの汚れを拭き取ります。 

③筆先を指で整えます。 

④キャップをして保管。ない場合はアルミホイルで代用しても可。 

 

ブラシのお手入れ 
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容器についたジェルは、 

ジェルクレンザーを含ませた 

ワイプで丁寧に拭き取ります。 

蓋はきっちりとしめて 

直射日光の当たらない場所で 

保管しましょう。 

 

 

 

 

 

新品のエメリーボードは 

際の部分をファイルで削り 

滑らかにしてから使いましょう。 

こうしておくと 

爪周辺の肌を傷つけません。 

 

 

 

 

 

電球が古くなってくると 

ジェルの硬化不足を招きます。 

取り扱い説明書に従って 

定期的に電球の点検・交換を。 

 

エメリーボードについて 

容器のお手入れ 

ＵＶライトのお手入れ 
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ジェルネイルをする際の注意点 

基本的なルールを守って安全・快適にジェルネイルを楽しみましょう。 

 

 

●アレルギーについて 

まれにジェルに含まれる成分や、ＵＶライトの紫外線が体質的に合わない方が

いらっしゃいます。ジェルネイルを施した際に、爪や皮膚などに異常を感じたら速

やかに使用をやめ、医師にご相談ください。 

 

 

●キューティクルケアについて 

キューティクルはとても繊細な部分です。無理はせず、やさしいケアを心がけ

てください。とくに、爪母と言われる部分にダメージを与えてしまうと、爪の健康な

成長を妨げることに。道具をあてる角度や力加減など基礎をしっかり守ってくださ

い。ご自分はもちろん、ご家族やお友達にケアをしてあげる際には細心の注意を

払いましょう。 

 

 

●施術後のケアについて 

一度塗ったら数週間は美しさをキープできることが魅力のジェルネイルですが、

施術後にケア要らずという訳ではありません。万が一、ジェルが浮いてきたり、爪

先が割れてしまったりした場合は、お直しをする必要があります。そのまま放置

しておくと、自爪を傷つける恐れがあることをお忘れなく。とくに、浮き上がったジ

ェルをそのままにしておくと、自爪との間に緑色のカビが繁殖する可能性があり

ます。こまめに爪をチェックし、正しいタイミングで丁寧にオフしましょう。 

 

 

●道具の保管について 

ジェルは紫外線に反忚してしまいます。蓋を開

けたまま、ＵＶライトの近くに置いておくと固まっ

てしまいますのでご用心。日光や蛍光灯に含ま

れる紫外線にも注意です。使用後は直射日光

があたらない場所に保管してください。幼児や

ペットの誤飲にも十分注意しましょう。 
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■あなたがジェルネイルを始めるにあたって 

 

いかがでしたか？ 「ジェルネイルを手軽に始めることができそう！」と、感じてい

ただけたのなら大変うれしいです。 

 

これで、あなたも基礎についてはご理解いただけましたね！ 

 

 

■さらに、もっと早くマスターしたいあなたには・・・ 

 

さて、これまで多くの方達から「私は、もっと本格的なネイルの技術を早くマスタ

ーしたいので教えて欲しい」という声が多く寄せられました。 

 

そこで、私がジェルネイルのやり方について実演もした DVD と、代表的なジェル

ネイルの方法と、９個に渡るプレミアム特典が付いた教材を作成しました。 

 

 ご興味があれば、ホームページにアクセスくださいね。 

 

これからのあなたの、ジェルネイルへの取 り組 みを  

忚 援 しています！それでは、また講 座 でお会 いしましょう。  
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和久井里香 

Rika Wakui 

著作権について 

「本格ジェルネイル講座」以下、本講座と表記）は、著作権法で保護されている著作物です。本講座の使

用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

★ 本講座の著作権は和久井里香に帰属します。 

★ 和久井里香の書面による事前許可無く、本講座の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、

電子ファイルなど）により、複製、流用および転売（オークション含む）することを禁じます。 

 

使用許諾契約書 

本契約は、本講座を購入した個人・法人（以下、甲と称す）と和久井里香（以下、乙と称す）との間で合

意した契約です。本講座を甲が受け取り、パッケージを開封することにより、甲はこの契約に同意したこ

とになります。 

 

第 1条 本契約の目的 

    乙が著作権を有する本講座に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独占的に 

    使用する権利を承諾するものです。 

 

第２条 禁止事項 

    本講座に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本講座か 

    ら得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子 

    メディアによる配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを 

    第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および 

    関連組織においてのみ本講座に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第３条 契約の解除 

    甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除す 

    ることができるものとします。 

 

第４条 損害賠償 

    甲が本契約の第２条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、 

    その違約金として、違約件数と販売価格を乗じたものの 10倍の金額を支払う 

    ものとします。 
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第５条 責任の範囲 

    本講座の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じた 

    としても一切の責任を負いません。 


