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テーマは

どこまでも繊細で、洗練された粋のある世界……。
鮮やかな色彩を際立たせる、湿度のある質感……。
まさに今、ジャパンテクスチャー。
世界的にも高く評価されている日本の匠の技を、指先に託し、
「本物の上質」がここに。

漆、友禅、蒔絵という、世界に通じる伝統的な和の芸術。
かわいさや洗練されたデザイン性という、現代的な日本らしさ。
それはどちらも日本の誇り。

吐く息と吸う息。
微妙なタイミングを表す、阿吽 ̶ a-un ̶という和のエッセンスが、
現代を生きる女性の指先に、究極の存在感を生み出します。

キーカラー

湿感のある赤
湿感のある赤。それは、日本の芸術を表現するのにふさわしい色。
デザインや質感によってモード、妖艶、コケティッシュ……そして、品格のある印象と、
さまざまな表情を持つ、刺激的な色がオンリーワンの指先を作り出します。
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（ 阿吽 ）JAPAN TEXTURE

Sporty
「 スポーティ 」

Emotional
「 エモーショナル 」

毎日がヘルシーで機能的。内側からエナジー
を感じるしなやかな女性を彷彿させる。

毎日が刺激的。そんな現代社会で躍動す
る女性の気持ちをアーティスティックな
デザインで表現。

を進化させる４つの表現方法

Kawaii
「 カワイイ 」

Conservative
「 コンサバティブ 」

一瞬で笑顔になるような遊びを施して。
大人だけに許された カワイイ を表現 。

流行に左右されない、本物の美。その美
しさはため息が出るほどドラマティック。
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「東京から世界へ」
〜 JNA がネイルトレンドを発信 〜
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。

NPO 法人日本ネイリスト協会（JNA）トレンドプロジェクト
【 プロジェクトメンバー 】

【 プロジェクト長 】

木下 美穂里

藤原 洋二

水野 義夫

金子 実由喜

北村 智恵

松浦 正広

伊藤 朋子

池谷 真理子

Mihori Kinoshita

Yoji Fujiwara

Yoshio Mizuno

Miyuki Kaneko

Tomoe Kitamura

Masahiro Matsuura

Tomoko Ito

Mariko Ikegaya

（ クリエイティブディレクター ）

【 外部有識者 】

山田五郎

SAKURA

Goro Yamada

（ 美術評論家／コラムニスト ）

（ モデル／ビューティジャーナリスト ）

作品制作

麻生 綾

村上千砂

Aya Aso

Chisa Murakami

（ ビューティ・ディレクター／美容編集者 ）（ マーケティング・プランナー／エディター ）

TREND DESIGNER Team Japan 2016

「東京ネイルフォーラム 2016」にてトレンドステージを開催！
5 月 17 日（火）東京ネイルフォーラム 特設ネイルステージ
◆ 内容：「 TOKYO NAILS COLLECTION 2016 A/W」
2016 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：2016 年 5 月 17 日（火）15：15 〜 15：45
◆ 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：道端アンジェリカ
◆ プロデュース：JNA トレンドプロジェクト
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Te a m J a pa n 2016

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。

JNA 認定講師、約 2,300 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

岩井 智栄
Chie Iwai

Takako Izutsu

Sonoko Hasegawa

長谷川 園子

なかやま ちえこ
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小笠原 弥生

野尻 早苗

出井 由美

Eriko Kurosaki

国松 美恵

Mie Kunimatsu

長谷 真弓

Mayumi Hase

井筒 貴子

Yayoi Ogasawara

Sanae Nojiri

Chieko Nakayama

Yumi Idei
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