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指先がピンクに染まるだけで、

最大限に魅力を引き出してくれる、ピンク。

“女性”というエッセンスをプラスしてくれる、ピンク。

子供の頃のように無邪気で陽気になれる、ピンク。

センシュアルな気分に酔わせてくれる、ピンク。

いつの時代も、「ピンク」は女性にとって特別な色であり、

ピンクからはじまる、ストーリー。

指先にピンクをまとった瞬間、あなたの中でピンクがはじける！

キーカラー

テーマは

を表現する4つのスタイル

＜色味＞ ミルキーピンク、ベージュピンク、ベビーピンク。

やっぱりピンク

息をのむほど美しいノーブルなピンク。

指先をきれいに魅せる絶妙な色合いは最高級のベーシックピンク。

＜色味＞ コーラルピンク、サーモンピンク、オレンジ系ピンク。

もう一度ピンク

どこか懐かしくもあり、肌なじみのいいレトロピンク。

指先にそっとピンクの魔法をかけて。

＜色味＞ 蛍光系ピンク、青みのあるピンク。

もっとピンク

大人しくしていられない女性をもっとも謳歌する刺激的なピンク。

うちに秘めたパワーと最先端のトレンドが指先で絶妙にミックス。

＜色味＞ 質感のあるピンク、メタリックなピンク（ミラー）。

あえてピンク

ルールに捉われない、意外性と遊び心が共存するピンク。 

時にかわいく、時にクールに。未来型ピンクを思うがままに体現。

 P i n k  







をさらにバリエーションで表現する4つのスタイルメインテーマ

やっぱりピンク
＜色味＞ ミルキーピンク、ベージュピンク、ベビーピンク。

もう一度ピンク
＜色味＞ コーラルピンク、サーモンピンク、オレンジ系ピンク。

もっとピンク
＜色味＞ 蛍光系ピンク、青みのあるピンク。

あえてピンク
＜色味＞ 質感のあるピンク、メタリックなピンク（ミラー）。



サロンワークに提案する　　　　　　　　 を取り入れた 4 つのデザイン

やっぱりピンク
＜色味＞ ミルキーピンク、ベージュピンク、ベビーピンク。

もう一度ピンク
＜色味＞ コーラルピンク、サーモンピンク、オレンジ系ピンク。

もっとピンク
＜色味＞ 蛍光系ピンク、青みのあるピンク。

あえてピンク
＜色味＞ 質感のあるピンク、メタリックなピンク（ミラー）。



JNA では年 2 回、最新のネイルトレンドを発信しています。

JNA メンバーに各界で活躍する有識者を迎えて構成された JNA トレンドプロジェクトが、

世界的なファッションの潮流を捉え、最新のネイルトレンドのテーマを設定。

JNA トレンドデザイナーたちがテーマに基づいてトレンド作品を創造しています。

そのテーマと作品を、協会イベントでのステージデモンストレーション、プレスリリース、

協会会報誌、ホームページや SNS などのメディアを通じて社会にアピールするとともに、

東京発のネイルを、世界へ広くアピールしていきます。

「東京から世界へ」
～ JNAがネイルトレンドを発信 ～

NPO法人日本ネイリスト協会（JNA）トレンドプロジェクト

作品制作　TREND DESIGNER Team Japan 2017

【 外部有識者 】

【 プロジェクトメンバー 】

藤原 洋二
Yoji Fujiwara

Goro Yamada
山田五郎

（ 美術評論家／コラムニスト ）

SAKURA

（ モデル／ビューティジャーナリスト ）
Aya Aso
麻生 綾

（ ビューティ・ディレクター／美容編集者 ）
Chisa Murakami
村上千砂

（ マーケティング・プランナー／エディター ）

水野 義夫
Yoshio Mizuno

金子 実由喜
Miyuki Kaneko

北村 智恵
Tomoe Kitamura

松浦 正広
Masahiro Matsuura

伊藤 朋子
Tomoko Ito

池谷 真理子
Mariko Ikegaya

【 プロジェクト長 】

Mihori Kinoshita
木下 美穂里

（クリエイティブディレクター）

◆ 内容：「TOKYO NAILS COLLECTION 2017 A/W」　

　　　　　2017年秋冬のネイルトレンドをファッショナブルに発表いたします。

◆ 日時：2017 年 5 月 16 日（火）14：00 ～ 14：30
◆ 会場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）東3ホール
◆ ゲストモデル：南 明奈
◆ プロデュース：JNA トレンドプロジェクト

5月16日（火） 東京ネイルフォーラム 特設ネイルステージ

「東京ネイルフォーラム 2017」にてトレンドステージを開催！　



TREND DESIGNER TEAM のミッションは、JNA トレンドプロジェクトにて年 2 回

設定されるテーマに基づいて、チームにて新たなデザイン環境・傾向を創造し、

作品として具現化することです。

Team  Japan  2017

JNA認定講師、約2,700名の総選挙にて選出された協会を代表するトレンドデザイナーチームです。

黒崎 えり子
Eriko Kurosaki

このトレンドデザインの発
信を通じてネイルの持つ
無限大の魅力を日本中に、
世界中に届けていきたいで
す！ 皆様のご期待に応え
られるよう頑張ります !!

Chie Iwai
岩井 智栄

皆様に最新のトレンド作
品がお届け出来るように、
トレンドデザイナーの先
生方に刺激を頂きながら、
4 期目となる今回も頑張
っていきたいと思います。

Sonoko Hasegawa
長谷川 園子

トレンドカラーのイメージと
共に、サロンワークに活かし
ていただけるようなデザイン
を発信していきたいと思いま
す。皆様に素敵な作品をお
届けできるよう頑張ります！

Takako Izutsu
井筒 貴子

日本が誇る繊細な技術とク
リエイティブなデザインを
世界に向けて発信し、日本
中のネイリストの皆さんと
共にネイル業界をさらに盛
り上げていきたいです !!

Yayoi Ogasawara
小笠原 弥生

トレンドカラーで表現する
というだけでなく、新鮮な
技法やサロンワークにも使
えるアートなどトレンドを
身近に感じられる作品をお
届けしたいと思っています。

Sachiyo Arimoto
有本 幸代

皆様と協力してネイル業界
を盛り上げたいという思い
でいっぱいです。トレンド
デザイナーという重責を感
じながら、ネイルの魅力を
表現できる様に頑張ります。

Chieko Nakayama
なかやま ちえこ

ネイルが相手の生活の一部に
溶け込めるような、何かあった
時に踏み出す勇気や楽しさを
与えられるような、その人その
人にあったネイルを作っていけ
るようになっていきたいです。

Mayumi Hase
長谷 真弓

今まで以上に視野を広げて、
幅広いジャンルから取り
入れた作品を発信できるよ
う努力したいと思います。
沢山のトレンドをお届け出
来ればと思っております。

Mie Kunimatsu
国松 美恵

たくさんの方にネイルの魅
力を感じていただけるよう
なデザインを発信していき
たいです。どこかに日本ら
しさを感じる作品作りを心
がけたいと思います。

今年もトレンドデザイナー
として、皆さんと協力して
素敵なデザインを発信して
いきます。日本中に、そして
世界にネイルの素晴らしさ
をお届けしたいと思います。

Sanae Nojiri
野尻 早苗


