報道関係者各位
＜プレスリリース＞
2018 年 10 月 4 日

11 月 11 日は「ネイルの日」
11 月は「ネイル月間」
～全国 8 地区 10 ヶ所で PR プロモーションイベントを開催～
NPO 法人日本ネイリスト協会（略称：JNA、東京都千代田区／理事長：瀧川晃一）は、11 月 11 日を「ネイルの日」、
11 月を「ネイル月間」として、ネイルを体験したことのない方に対するネイルの魅力発信や、ネイルを日頃から愛する
皆様への感謝の気持ちを込めたイベントやキャンペーンを毎年この時期に実施しています。
今年は PR プロモーションイベントの開催地区を、東京・大阪をはじめとした 8 地区 10 ヶ所に拡大し、より多くの方
にネイルに関心を持ってもらうと共に、東京ネイルエキスポ 2018 に向けて「ネイルの日・ネイル月間」を PR して、盛り
上げて参ります。イベントでは、昨年も好評だった JNA オリジナルエメリーボード（爪やすり）のサンプリングも実施しま
す。
また、「ネイルの日」に向けて、8～10 月の 3 ヶ月間、インスタグラムキャンペーンも実施しています。毎月のいいね
数 TOP3 に加え、3 ヶ月間のベスト 10 を決定し、東京ネイルエキスポ 2018 にて入選作品を発表します。

「ネイル月間」 PR プロモーションイベント概要
【開催日程・場所】 ※時間はいずれも 13：00～15：00 を予定
※開始時刻より順次サンプリングを開始いたします。各会場配布上限に達し次第、順次終了といたします。

日程

場所

10 月 5 日（金）

仙台

仙台フォーラス前

仙台市青葉区

10 月 12 日（金）

広島

アリスガーデン

広島市中区

10 月 14 日（日）

名古屋

栄ガスビル前

名古屋市中区栄

10 月 26 日（金）

大阪 1

JR 大阪駅前交差点

大阪市北区

10 月 26 日（金）

大阪 2

阪急百貨店南西側

大阪市北区

10 月 26 日（金）

福岡

岩田屋本店前

福岡市中央区天神

11 月 2 日（金）

東京 1

東京交通会館前

東京都千代田区

11 月 2 日（金）

東京 2

表参道交差点

東京都港区

11 月 2 日（金）

沖縄

パレットくもじ

那覇市久茂地

※10 月 5 日（金）に札幌にて予定しておりました同イベントは、北海道胆振東部地震の影響を受けまして延期になりました。
日程・場所は決まり次第、下記 JNA の HP 内ネイル月間ページにてご案内いたします。

【実施内容】※街頭にて下記 2 点を配布いたします。
・JNA オリジナルエメリーボード

・ネイルの日 PR チラシ

【開催目的】
11 月＝ネイル月間、11 月 11 日＝ネイルの日を、ネイル愛好家の方だけでなく、広く一般の方にも知っていただくため、
ホームケアでも使いやすいエメリーボードを配布。これを機に「指先をお手入れすること」「ネイルサロンを利用していた
だくこと」を意識してもらえればという想いで開催いたします。
●HP （ネイル月間ページ） https://www.nail.or.jp/event/nailnailnail/index.html

「ネイルの日」インスタグラムキャンペーン
11 月 11 日の「ネイルの日」に向けて、8～10 月の 3 ヶ月、Instagram にて特別キャンペーンを実施中です。
応募条件を満たした投稿の中から、毎月いいね数上位 3 つのポストをご紹介（TOP3 にはプレゼントも）する月間キャン
ペーンに加え、8～10 月の 3 ヶ月間の投稿の中から、ベスト 10 を決定し、東京ネイルエキスポ 2018 にて入選作品を発
表します。
【発表方法】
・毎月 11 日に前月のいいね数 TOP3 の作品を、オフィシャルアカウントにて紹介します。
・11 月 11 日には、8～10 月の 3 ヶ月間のいいね数上位 10 作品を選出し、東京ネイルエキ
スポ 2018 初日 11 月 11 日の表彰式にて作品を発表します。
※同一アカウントの作品が複数入選した場合は、最上位の作品のみが対象となります。

【キャンペーンハッシュタグ】
#ｊｎａ1111 ネイルの日 2018 年●月 （●月の部分はその月によって変わります。）
2018 年 8 月の上位作品

【賞品】
・いいね数毎月 TOP3 の作品投稿者に商品券 1 万円分をプレゼント！
応募規約などその他詳細は、JNA の HP もしくは Instagram での投稿をご覧ください。
●HP https://www.nail.or.jp/event/nailnailnail/index.html
●JNA 公式インスタグラムアカウント ＠ｊｎａ_ｏｆｆｉｃｉａｌ

ネイルの日・ネイル月間について
■ネイルの日（11 月 11 日）
2009 年に制定（日本記念日協会に登録）。爪の英語表記「NAIL」の中には縦線が 4 本あり「1111」と読める。
そして人差し指から小指にかけて、4 本の爪が「1111」と読めることが由来。
■ネイル月間（11 月）
11 月 11 日の｢ネイルの日｣にちなんで 11 月を「ネイル月間」とし、毎年 11 月にネイルを愛する方々に日頃の感謝の気
持ちを込めて、さまざまなイベントやキャンペーンを実施している。

『東京ネイルエキスポ 2018』 開催概要
【日時】

2018 年 11 月 11 日（日） 10:00～19:00 （※最終入場 17:30）
2018 年 11 月 12 日（月） 10:00～18:30 （※最終入場 17:00）

【会場】

東京国際展示場（東京ビッグサイト）東 4・5・6 ホール
(〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1)

【主催】

NPO 法人日本ネイリスト協会

https://www.nail.or.jp

【入場料】

前売り \2,000（税込）／当日 \3,000（税込）
※会期中 1 日のみ有効／小学生以下は無料

【購入方法】

▶ローソンチケット

L コード：35263

▶チケットぴあ

P コード：991-899

他 e+（イープラス）、Peatix（ピーティックス）にて販売
【お問合わせ】 NPO 法人日本ネイリスト協会
【イベント HP】

TEL：03-3500-1580

https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo18/

