CHRISTRIOエデュケーター（ESC)試験要項
2022年 3月 7日 （月）
10：00～13：00（10：00 ZOOM入室開始・10：30

試 験 日
実施時間

試験開始）

トレーニングハンドによるオンライン試験になります
CHRISTRIO エデュケーターシステム
クリストリオではエデュケーターをESCと表現しています。
Educational Sales Consultantの略でありクリストリオ社が認定し、宣伝・販売・
技術セミナーが行えるネイリストであり、総販売元・ディーラー・ユーザーを技術の
面からフォローし普及活動に協力していただきます。また、個人的にも積極的に宣伝・
販売･技術セミナーを行っていただきます。
ESCとしての役割
①技術指導（正しい使用方法、技術）を通してクリストリオ愛用者を増やす
②CHRISTRIOのすばらしさを伝え興味を持っていただく
③常に商品の普及を前提にESCを通して販売できる仕組みを考える
④後進の指導には力を注ぎ、クリストリオを伝えられる人を育てる
⑤ESCとして、人と人との関わりの中で自己、周りが成長することに努力する
ESCとしての特典
①CHRISTRIO認定のディプロマ、認定校楯、バッジ、ステッカー授与
②CHRISTRIO認定セミナー開催、ディプロマ発行
③CHRISTRIO商品をエデュケーター特別価格で購入可能
※その他詳しい内容に付いてはESC資格取得後に規定資料を配布
ブロンズエデュケーターはジェルのみのセミナー開催、ディプロマ発行
シルバーエデュケーターはジェル、アクリリックのセミナー開催、ﾃﾞｨプロマ発行
受験を希望されます方は下記の項目を事前に承諾していただいた上でお申し込みを
お願いします
①CHRISTRIOブランドを技術の面からバックアップし、商品普及の為に協力をする
ものとする
②CHRISTRIOの国内総販売元である有限会社 エヌイーエスをサポートする存在である
③CHRISTRIO事務局から普及、発展の為の業務要請があった場合は協力する
④CHRISTRIO事務局が定めた規定は厳守する
⑤正しい方法により、正しい情報、知識をお客様に伝える
⑥技術指導、商品販売をしたお客様へのアフターケアは徹底する
⑦技術、知識の向上に努力をする
⑧原則としてESC会議、勉強会には出席をする
⑨ESC登録費用40,000円、更新する場合年10,000円を事務局に支払うこととする
※ブロンズ・シルバーに合格された方は新規ESCオンライン勉強会に参加していただくことが
必須になります。不参加の方は合格取り消しになりますので予めご了承の上
お申し込みください。

受験対象者

ブロンズエデュケーター
①JNEC２級、I-NAIL-A SA級以上の資格取得者
②CHRISTRIO認定ジェルセミナー 初級・中級・上級・ソフトジェルを
全て受講済みでディプロマを取得されている方
③CHRISTRIO商品の普及活動に積極的に活動をしていただける方
以上①～③全てに該当された方

シルバーエデュケーター
①JNEC２級、I-NAIL-A SA級以上の資格取得者
②CHRISTRIO認定セミナー ジェル初級・中級・上級・ソフトジェル・
アクリリック初級・中級・上級全て受講済みで
ディプロマを取得されている方
③CHRISTRIO商品の普及活動に積極的に活動をしていただける方
以上①～③全てに該当された方

試験項目

CHRISTRIO商品の基本的な知識、CHRISTRIOの手順、技術を使用し
ノンファイルで仕上げる
実技・筆記・小論文

合格ライン

実技、筆記共に100点満点のうち80点以上

申込期間
申込み方法

2021年12月20日（月）～2022年2月15日（火）
申込み書をWEBからダウンロード、もしくは直接指導を受けたエデュケ
ーターから受け取って下さい。（ WEB URL http://www.christrio.co.jp/ )
↓
①申込書の必要事項を全て記入（写真も必ず貼って下さい）
②全てのディプロマのコピー
ブロンズ：ジェル初級・中級・上級・ソフトジェルの4種類
シルバー：ジェル、アクリリック 各初級・中級・上級とソフトジェルの7種類
③検定合格証のコピー
④受験料振り込み明細のコピー
上記①～④をクリストリオ事務局に郵送して下さい。

受験料
振込先

20,000円
みずほ銀行 船場（センバ）支店 普通口座 No. 1695952
口座名義 クリストリオ事務局
※振込手数料はご負担願います。

郵送先

〒558-0004
大阪市住吉区長居東4-21-21
(有)エヌイーエス クリストリオ事務局 ESC試験担当 友原宛

お問い合わせ先

(有)エヌイーエス クリストリオ事務局 ESC試験担当 友原
TEL.06-4700-7780
申込みから合否発表まで

申込み期間

受験票発送

試験当日

合否通知発送

2021年12月20日（月）～
2022年2月15日（火）

随時

2022年3月7日（月）

2022年3月22日（火）
17：00～18：00にメールで
通知いたします

※合格されました方にはメールにて登録に必要な書類をお送りします。また、登録費は3月31日（木）迄に
お振込みをお願いいたします。ご入金確認後に勉強会に必要なマニュアルデータをお送りします。

試験の流れ

本年度よりオンライン試験になります。
・ZOOMの招待メールをお送りしますので、必ず申込書にメールアドレスを
ご記入ください。 christrio_info@nailnes.comのアドレスからお送りします。
・お申込み後、事務局より受験票、筆記用紙、小論文、返送用の箱・送り状（着払い）を
お送りします。※送り状はクロネコヤマト
・筆記、小論文は試験当日までに済ませてください。カタログなど参考にしていただいて
構いません。
・実技につきましては使用するジェル、道具以外にトレーニングハンドと手元、
姿を映すための2つのディバイスを必ずご用意ください。
※当日は2つの画面を確認させていただきます。
・名前はフルネームでご入室ください。
・ハウリングを起こさないようどちらかのディバイスをオーディオ切断の
状態にしておいてください。
・画面は横向き設定、ハンドの指先が下になるようにしてください。
・LED/UVランプが確認できる画面にしてください。
･実技終了時に、お送りした箱にトレーニングハンドと筆記用紙、小論文を
入れ封をしてください。トレーニングハンドには名前（フルネーム）を
つけてください。（油性ペンもしくはテプラ等）
送り状を貼り当日中に事務局宛てに 発送をお願いします。
梱包終了時点で試験終了です。
注）緩衝材、ガムテープは事前に準備してください。
オンライン試験終了後、封をした箱は絶対に開けないでください。
こちらで開封が判明した場合やお送りした返送用の箱、送り状

でないもので到着した場合失格となります。
テーブルセッティング ※10：00迄に行ってください
テーブルは散乱しないように トレイなどにセッティングするのが好ましい
ステリライザーは必ず用意して下さい
無記名の容器には必ず何が入っているか表記すること
ジェルを他容器に移し替えての使用は不可
ライトはLED/UVランプを使用すること
事前審査
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トレーニングハンド
木製、指が脱着できるものは不可
キズや汚れがあるものは不可
固定器具使用不可
右手、左手は問いません
トレーニングハンドチップ
ナチュラルチップを使用すること、ブランド問わず
3～5mmのスクエアオフに仕上げておく
試験中や、事務局到着時に外れないよう事前に装着していること
ブロンズ・シルバー共通
手指消毒（擦式消毒）が適切に行われているか（全指 2分）
※以下の手指消毒以降のプレパレーションは各指毎の時間内で行う
形・長さの整え→表面のサンディング→拭き取り
ケア、プッシャーの使用はなし
サンディングは適切に行えているか
地爪とみなしてのチップの整えはエメリーボードで行っているか
ダストは払えているか
ワイピングソリューションで拭き取りが行えているか
ブランド以外の使用可能商品 手指消毒用としてエタノール・エメリーボード・
バリ取りとしてのスポンジバッファー
ブロンズ・シルバー共通

ソークオフジェル フローター1カラー（赤）仕上げ

実技

制限時間：17分（手指消毒以降のプレパレーション含む）
長さ：3～5mm
カットスタイル：ラウンド
親
指

審査ポイント
塗布の量は適切か・バブルが入っていないか・手順、技法は適切か
ムラなくカラーリングができているか・表面の滑らかさと光沢
使用ジェル
ベース：ジェラッカービルダークリア、トップ：ネイルパーマシャイン使用
カラーは下記の中から選んでください。
ジェラッカー＃102、ダイヤモンドグロスC-07、C-08、
Qgloss N15、N27、Xpress＃4、＃15
ブラシ：パープルコンパクトブラシ＃6

シルバー

アクリリック フレンチスカルプチュア
制限時間：27分（手指消毒以降のプレパレーション含む）
長さ：1cm
Cカーブ：30％程度
カットスタイル：スクエアオフ
人
差
し
指

審査ポイント
フォームの装着は適切か
手順（ピンクファースト）、技法は適切か
スマイルラインの美しさ
過剰サンディングになっていないか
ジェルのコーティング仕上げになっているか
表面の滑らかさと光沢
使用アクリル・ジェル
アクリリックモノマー、フレンチピンクパウダー、フレンチホワイトパウダー
トップ：トップジェルとして使用できるジェルであれば指定なし
フォーム：XpertロングフォームもしくはXpertショートフォーム
アクリルブラシ：指定なし
ブロンズ・シルバー共通

チップフォーム 1カラー仕上げ
制限時間：22分（手指消毒以降のプレパレーション含む）
長さ：5～10mm
カットスタイル：オーバル
実技

中
指

審査ポイント
チップのサイズは適切か
ジェルの塗布量は適切か、バブルが入っていないか
チップの装着は適切か
過剰サンディングになっていないか
カラーリングは滑らかに仕上がっているか、未硬化ジェルは残っていないか
使用ジェル
スピードビルダージェル クリア、スカルプチュアジェル ナチュラル、
ダイヤモンドグロスCG-87
使用ブラシ：スカルプチュアジェルブラシ＃8
ブロンズ・シルバー共通

ハードジェル チップオーバーレイ フレンチ
制限時間：22分（手指消毒以降のプレパレーション含む）
長さ：1ｃｍ
Cカーブ：30％程度
カットスタイル：スクエアオフ

薬
指

審査ポイント
チップ装着は適切か
カットバックはできているか
スマイルラインの美しさ
ドリップ＆ドラッグ技法ができているか
ノンファイリング仕上げができているか
表面の滑らかさと光沢
使用ジェル
ベーシックワンクリアジェル、フレンチホワイトジェル
使用ブラシ：マーブルブラシ サイズ問わず
チップ：ブランド問わず クリアもしくはナチュラルチップ

ブロンズ・シルバー共通

ハードジェル スカルプチュア
制限時間：22分（手指消毒以降のプレパレーション含む）
長さ：1ｃｍ
Cカーブ：30％程度
カットスタイル：スクエアオフ

実技

小
指

審査ポイント
フォームの装着は適切か
バブルが入っていないか
グリッターがしっかり埋まっているか
ドリップ＆ドラッグ技法ができているか
ノンファイリング仕上げができているか
表面の滑らかさと光沢
使用ジェル
ベーシックワンクリアジェル, スパークリングジェル フェアリーダスト
フォーム：XpertロングフォームもしくはXpertショートフォーム
使用ブラシ：マーブルブラシ＃4、マーブルブラシ＃6
マーブルブラシ サイズ問わず

その他
●原則CHRISTRIOの商品を使用すること
●ピンチ可能（フォームの装着状況により特に必要がない）
ツイザー、Cカーブスティック使用可
●トレーニングハンドの場合、アウトラインの整えはエメリーボード使用可
●試験中にトレーニングハンドからチップが外れた場合にみ、アクティベーター使用可
仕上がり
●チップの表面をファイルする際、使用ファイルが100Ｇ、180Ｇと限られている為、
多少のキズが残っても減点の対象にはならない
●厚みはクレジットカードぐらいまで（基準）、薄すぎるのはよくない
●Cカーブは30％程度。チップの事前仕込みは可
●シルバー受験者のアクリリックはジェルコート仕上げを必ず行う事
大幅減点・失格対象・注意事項
●タイムオーバー（1分迄は2点減点・1分を超えた時点で実技は終了していただきます.失格ではありませんが、
減点が加算されます。）
●指定ジェル、ツール以外のものを使用（失格）
●実技の様子が画面上に映っていない場合（数回は注意をしますが、あまりにも多い場合は失格）
●CHRISTRIOの技法、ノンファイリングで仕上げていない場合（失格）
●送付されてきたトレーニングハンドに不正が見られた場合（失格）
※試験の流れの項目を参照
●あくまでトレーニングハンドは人の手として扱ってください。曲がらない向きに曲げているなどは減点
●試験中に物を落した場合は、自分の名前と落し物をしたことを声に出して報告してから拾うこと
落したものは必ず消毒をすること。消毒をせずに使用した場合減点
また、使用しないものであれば拾わなくても良い。

CHRISTRIO

ESC

試験

申込書
※太枠内全てご記入下さい。

ﾌﾘｶﾞﾅ
お名前

住所

証明写真添付
〒
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メールアドレス
職業
所属サロン

サロンＴＥＬ
お申込み

サロンＦＡＸ

新規

・

再受験の方のみ記入
受験項目

再受験

○で囲んでください。

前回受験された年月日
ブロンズ

・

シルバー

セミナー

年

講師名
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年

月

日

ジェルシステム
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年
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日

ジェルシステム
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年
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日

年

月
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アクリリック
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年
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日

アクリリック
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年

月

日

卒業年月日

卒業ネイルスクール名

実務履歴

年

月

～

年

月

年

月

～

年

月

年

月

～

年

月

取得資格（ネイル検定）

〒558-0004 大阪市住吉区長居4-21-21
エヌイーエス

CHRISTRIO事業部

日

※どちらかを○で囲んで下さい

受講日

ソフトジェル

有限会社

月

年

月

日

