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日時：平成22年6月24日（木）15：00〜16：30

会場：東京ミッドタウン・カンファレンスルーム7

　　  〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2　東京ミッドタウンタワー4Ｆ

＜議事次第＞

１． 開会の挨拶 滝川　晃一 理事長

２． 議長団・議事録署名人選出 滝川　晃一 理事長

３． 議案審議
　　■第1号議案　平成21年度事業報告承認の件 藤原　洋二 副理事長兼専務理事
　　■第2号議案　平成21年度収支決算報告及び監査報告承認の件 
 収支決算報告 中川　澄大 財務委員会委員長 
 監査報告 井手　勝輔 監事
　　■第3号議案　平成22年度事業計画案承認の件 藤原　洋二 副理事長兼専務理事 
  仲宗根幸子 教育委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　義夫 講師委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滝川　和秀 国際委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子実由喜 企画委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下美穂里 広報委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山﨑比紗子 組織委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中川　澄大 財務委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萩原　直見 法制委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　政信 スクール委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野　益也 プロダクツ委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　正広 サロン委員会委員長
  藤原　洋二 総務委員会委員長
　　■第4号議案　平成22年度収支予算案承認の件 中川　澄大 財務委員会委員長

４． 閉会の挨拶 水野　義夫 副理事長

本総会は、議決権数3,567名（平成22年3月末日現在の正会員数：個人3,190名、法人377社）の
うち、1,973名の出席があり（出席者105名、議決権委任者1,868名）、議決権者の過半数とな
り、定款27条の定めにより成立した。
上記次第の通り審議され、第1〜4号議案は、すべて原案通り可決・承認された。

第5回（平成22年度）　通常総会　報告書

議長：関口健次 理事　 副議長：新岡潤子 理事

議事録署名人：佐藤伸一 理事　北村智恵 理事

司会：木村俊弥 事務局長
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平成21 年度  事業報告
（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）

平成 21 年度は、「協会設立 25 周年プロジェクト」3ヶ年計画の 2 年目であり、目標成就を見据えた基幹
年度と位置づけ、中期戦略上の重点課題をさらに推進しました。前年度の成果を継承しインフラを整備し
ながら、ネイル産業を統括し社会貢献すると共に、ネイリストの地位保全および関連企業の安定的発展に
寄与できる活動を展開しました。

第一に、ネイル業界の自主基準策定の推進を強化しました。
厚生労働省によるネイルサロンのガイドライン策定の動きが進んでいますが、この動きに協力・支援を
しながらも、協会がかねてより推進している「安全安心なネイル産業」を目指す独自のガイドライン制定
を目的に、総務委員会内にサロン部会、スクール部会、プロダクツ部会、法制部会を置いて各分野の基準
策定を推進しました。
ネイルサロンの衛生基準については、法制部会、サロン部会が中心となって作成を行い、各界の有識者

で構成した第三者機関“ネイル産業審議会”の認証を得て『ネイルサロンにおける衛生管理自主基準』と
して制定することができました。
サロン、スクール、プロダクツの各分野に関する基準も、次年度での制定、施行を目指して作成を進め

ました。

第二に、技術教育に関する研究開発と普及活動の強化を行いました。
教育委員会・講師会が、一般財団法人日本ネイリスト検定試験センターへ運営を移行した「ネイリスト

技能検定試験」のソフト開発・運営支援の中心となって活動するとともに、ネイルサロンの主力メニュー
に成長した「ジェルネイル」の技術・理論に関する基準作りを進め、平成 21 年 2月、「第 1回 JNAジェ
ルネイル技能検定試験（初級）」を実施しました。

第三に、地域活性化の活動を強化しました。
地区で行っていた「ライブセミナー」を昇華させ、セミナー、ステージデモ、トレードショーなどの魅
力ある内容を網羅した「JNAネイルカンファレンス」として実施をスタートしました。平成 21年度は 4
月福岡、6月札幌、10月仙台、2月沖縄の 4 地区で実施し、地区会員へのきめ細かいサービス向上につと
めると共に、各地区のネイル愛好者へ最新情報を提供することによって、新たな会員の獲得に貢献しました。

第四に、社会的貢献事業への参画をスタートしました。 
ネイル業界を支える女性技術者・サロン顧客にとって関心の高い「ピンクリボン運動」（乳がん撲滅運動）
への協力をスタートしました。10月には日本対がん協会・朝日新聞社が行うピンクリボンフェスティバル
の協力イベントとして、各界著名人とトップネイリストのコラボレーションによる「ピンクリボン・ネイ
ルアートコレクション」を実施しました。また、「アジアネイルフェスティバル」、「ネイル月間」、「東京ネ
イルエキスポ」などの協会主催イベントにおいて「ピンクリボン運動」の啓発活動に協力し、収益の一部
を基金に寄付しました。

第五に、ネイルに関する最新トレンドの発信をスタートしました。 
協会主催の各イベントにおいてネイル＆ファッショントレンドの提案ステージを実施して、その成果を

一般メディアまで発信しました。

尚、平成 21 年 4 月に、法人住所を、東京都千代田区永田町 2-10-2 永田町 TBRビルから、東京都千代
田区永田町 2-14-3 赤坂東急ビル 5F へ移転し、会員の皆様はもとより、広くファッション、メディアなど
各界へも利便性の高い立地環境になりました。

第 1号議案
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■ 各委員会 活動報告

総務委員会
1.  サロン、スクール、プロダクツ、法制の 4部会を統括し、自主基準の策定を推進
2.  入会促進の一環として、ホームページからの入会システムを構築
3.  協会運営を円滑に遂行すべく、協会規程・制度の整備と立案
4.  法人正会員、登録ネイルサロンの新規加入申請の審査業務

サロン部会	 1.  法制部会と協力し「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を策定 
  2.  認定ネイルサロン制度の策定

スクール部会	 1.  正しいネイル教育の場としての健全化のために認定校規程の整備に着手

プロダクツ部会	 1.  組織委員会との協力で「JNA ネイルカンファレンス」を実施 
  2.  プロダクツ組織の再編 
  3.  JNAジェルネイル技能検定試験における指定商品基準を策定

法制部会	 1.  サロン部会と協力し「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を策定 
  2.  「ネイルサロン衛生管理士」制度の構築 
  3.  「ネイルサロン衛生管理マニュアル」衛生管理士講習会用テキスト制作 
  4.  各分野の基準策定への協力

教育委員会
1.  JNAジェルネイル技能検定試験の開発と実施
2.  ネイリスト技能検定試験（JNE主催）のソフト開発と運営支援
3.  JNAジェルネイル技能検定試験のDVD教材の開発
4.  認定校申請に伴う教育施設視察

企画委員会
1.  ピンクリボン運動の企画立案、実施
2.  ネイル月間に関連したキャンペーンの企画立案、実施
3.  広報委員会との協力で、協会主催イベントにおいて最新ネイルトレンドを発信
4.  協会イメージ向上のための各種ツールの制作を企画

広報委員会
1.  会報誌『Natiful』の更なる充実を実行
2.  公式ホームページをリニューアルし、機能拡張と戦略的な運用を実践
3.  ポータルサイト“nail.jp（ネイルジェイピー）”の拡充
4.  トレンド発信サイト“NAIL TREND ONLINE”の新設
5.  健全なネイル産業を訴求するメディア戦略の強化、記者発表会の実施

国際委員会
1.  会員サービス向上を見据えた協会オフィシャル海外研修ツアーの企画
2.  海外ネイル競技会における邦人選手向け現地サポート体制の強化
3.  海外ネイルイベントの発掘と紹介
4.  海外ネイルイベントへの積極的な賛助
5.  海外ネイル産業界の現状の調査
6.  「ASIA CUP」「世界選手権」など国際的なネイル競技会の開催

財務委員会
1.  予算進捗管理の徹底
2.  理事会、運営会議（D8 会議）における財務諸表の開示
3.  各種精算の適切な処理と合理化



4

■ 平成21年度　主な事業活動

会	議
通常総会	 平成21年6月24日（水）　東京ミッドタウンカンファレンス「ルーム 7」
理事会	 定例理事会	  平成21年5月13日（水）、7月22日（水）、9月16日（水）、11月11日（水） 

平成22年1月13日（水）、3月19日（金）
	 臨時理事会	 平成21年5月8日（金）
評議員会	 平成21年5月13日（水）、11月11日（水）
常任委員会	委員長会議（D8会議）
 平成21年4月15日（水）、6月22日（月）、8月19日（水）、10月21日（水）、12月 9日（水）、平成22年2月24日（水）
ネイル産業審議会	 平成21年11月26日（木）、12月25日（金）
各委員会・部会
　＜教育委員会＞ JNAジェルネイル技能検定試験プロジェクト会議 
  平成21年6月11日（木）、7月9日（木）、7月11日（土）、8月7日（金）、9月11日（金）、10月9日（金） 

平成22年1月21日（木）、2月19日（金）
　　 JNAジェルネイル技能検定試験・審査検討会議  平成21年12月10日（木）
　 JNAジェルネイル技能検定試験・主管会議  平成22年2月9日（火）
　　 JNEネイリスト技能検定試験要項会議 平成21年12月3日（木）
　＜総務委員会＞ 正副委員長会議：平成21年7月15日（水）
　＜国際委員会＞ 平成21年8月6日（木：正副委員長会議）、9月9日（水）、11月10日（火）、11月25日（水） 
　＜企画・広報合同会議 平成21年4月22日（水）、5月15日（金）、6月10日（水）、7月29日（水）、8月19日（水）

 （PR会議）＞ 9月30日（水）、10月14日（水）、11月25日（水）、12月16日（水）、平成22年1月20日（水）
　＜企画委員会＞ 平成21年11月 4日（水）、11月17日（火）、平成22年3月19日（金）
　＜広報委員会＞ 平成22年2月10日（水）
　＜組織委員会＞ 組織委員会・地区委員長会議：平成21年11月12日（木） 
 地区委員会議 東北：平成22年1月7日（木）、関東：1月14日（木）、 
  北海道：1月16日（土）、沖縄：1月22日（金）
　＜講師会＞ GME会議 平成21年11月10日（火）、12月3日（木）
　＜財務委員会＞ 平成21年9月16日（水）、12月18日（金）
　＜サロン部会＞ 平成21年7月29日（水）、9月9日（水）、10月7日（水）、11月18日（水）
 平成22年1月20日（水）、3月3日（水）
　＜スクール部会＞ 平成21年8月11日（火）、9月18日（金）
 認定校制度検討会議　平成22年3月12日（金）
　＜プロダクツ部会＞ 正副部会長会議：平成21年9月16日（水） 
 運営委員会議：平成21年4月27日（月）、9月4日（金）、10月9日（金）、10月22日（木）
 全 体 会 議：平成21年5月20日（水）、7月11日（土）、11月28日（土）
　＜法制部会＞ 平成21年8月19日（水）、9月 9日（水）、9月30日（水）、10月 8日（木）、12月 4日（金） 
 12月18日（金）、平成22年1月18日（月）、2月 9日（火）、3月 2日（火）
 本部衛生管理指導員会議　平成22年3月17日（水）

組織委員会
1.  プロダクツ部会との協力で「JNA ネイルカンファレンス」を実施
2.  地区におけるネイル産業・協会の認知度向上、会員サービス向上のための調査、立案

講師会
1.  協会のあらゆる技術普及活動の実行実務担当者としての教育と組織の強化
2.  協会主催イベント・コンペティションにおいて実行委員・審査員を担当
3.  JNAジェルネイル技能検定試験の試験官を担当
4.  JNE の委託により、ネイリスト技能検定試験の試験官を担当
5.  受験対策セミナーにおいて総合解説、デモンストレーター、実行委員を担当
6.  次世代に向けての体制構築に着手
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主催イベント
JNAネイルカンファレンス in 福岡 平成21年4月5日（日） 会場：福岡ファッションビル 8F FFBホール
国際ネイルフォーラム 平成21年5月18日（月）〜20日（水） 会場：東京ビッグサイト・東 3ホール
JNAネイルカンファレンス in 札幌 平成 21年 6月 5日（金） 会場：札幌コンベンションセンター 大ホール
アジアネイルフェスティバル in 大阪 2009 平成21年7月12日（日）〜13日（月） 会場：インテックス大阪 6号館
ピンクリボン ネイルアートコレクション 平成21年10月1日（木）〜4日（日） 会場：表参道ヒルズ
ネイル月間 感謝キャンペーン 平成21年10月1日（木）〜11月30日（月）
JNAネイルカンファレンス in 仙台 平成21年10月7日（水） 会場：アズテックミュージアム 仙台産業展示館 大ホール
ネイルの日 平成21年11月11日（水）
東京ネイルエキスポ 2009 平成21年11月29日（土）〜30日（日） 会場：東京ビッグサイト・東 4-5ホール
JNAネイルカンファレンス in 沖縄 平成22年2月16日（火） 会場：沖縄コンベンションセンター

後援イベント
ビューティーワールドジャパン 平成21年5月18日（月）〜20日（水） 会場：東京ビッグサイト
Diet ＆ Beauty Fair 2009 平成21年9月1日（火）〜3日（木） 会場：東京ビッグサイト
Nail・Olym・pics 2009 in YOKOHAMA 平成21年9月4日（金） 会場：横浜パシフィコ
第 58回 CIDESCO世界会議 京都大会 平成21年9月9日（水）〜14日（月） 会場：国立京都国際会館
東京ビューティーコングレス 木下ユミ杯 平成21年9月29日（火） 会場：東京ビッグサイト
ヘルシーエイジングフェスタ 2009 平成21年10月12日（月・祝） 会場：東京国際交流館

講師会
デモンストレーター勉強会（秋期）  平成21年8月20日（木）
認定講師勉強会（秋期） 平成21年8月24日（月）〜27日（木）（東京2日／大阪2日）
第22期 認定講師資格試験 平成21年9月13日（日）大阪
第22期 新認定講師勉強会 平成21年10月22日（木）東京／23日（金）大阪
認定講師勉強会（春期） 平成22年1月25日（月）〜28日（木）（東京2日／大阪2日）
JNAジェルネイル技能検定初級取得セミナー（認定講師向け） 平成22年1月25日（月）〜28日（木）
デモンストレーター勉強会（春期） 平成22年2月 5日（金）
講師会 役員選挙 平成22年3月4日（木）
第23期認定講師資格試験  平成22年3月16日（火）東京

JNAジェルネイル技能検定試験
第1回JNAジェルネイル技能検定試験［初級］ 東京会場 平成22年2月13日（土）-14日（日）
 大阪会場 平成22年2月27日（土）-28日（日）

ネイリスト技能検定試験（一般財団法人日本ネイリスト検定試験センター主催）
2009年春期ネイリスト技能検定試験 平成21年4月18日（土）2級、4月19日（日）1級・3級
2009年秋期ネイリスト技能検定試験 平成21年10月17日（土）2級、10月18日（日）1級・3級

検定対策セミナー
秋期検定対策セミナー 平成21年9月〜10月（全国18会場）
春期検定対策セミナー 平成22年3月〜4月（全国17会場）

その他の活動
台湾3級試験官セミナー 平成21年4月20日（月）
イベント合宿 平成21年4月25日（土）-26日（日）
事務局移転 平成21年4月27日（月） 
記者発表会 平成21年10月20日（火）＜東京ネイルエキスポ＞
平成22年新年会 平成22年1月13日（水）
緊急記者発表会 平成22年2月 4日（木）＜ネイルサロンの衛生管理について＞
記者発表会 平成22年3月2日（火）＜ネイルサロン衛生管理士制度＞
本部衛生管理指導員会議 平成22年3月17日（水）
※ラスベガス研修ツアー（平成21年6月12日〜6月17日）は、新型インフルエンザの影響により中止しました。

会報誌「Natiful」発行
平成21年5月1日（金）、7月1日（水）、9月1日（火）、11月1日（日）　　平成22年1月1日（金）、3月1日（月）

平成22年3月末日現在の登録会員数
¡個人正会員 3,190名 ¡法人正会員 377社  ¡認定講師 1,334名（第 22 期まで） 
¡個人一般会員 8,909名  ¡法人賛助会員 33社  ¡登録ネイルサロン 538軒
¡スチューデント会員 17,535名  ¡認定校  313校

　（内訳） 認定ネイル専門校 146校
 認定理容美容養成学校 142校
 認定ネイル併設校 25校
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■ 平成21年度 収支計算書　（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）

第 2号議案

平成21 年度  収支決算報告および監査報告

支     出     の     部 収     入     の     部
項     目 予算額 決算額 差額 項     目 予算額 決算額 差額

［事業費］ 493,250,000 508,338,023 15,088,023 ［入会金収入］ 29,500,000 18,640,000 △ 10,860,000
会報編集費 24,000,000 25,361,479 1,361,479 法人会員 5,500,000 2,880,000 △ 2,620,000
開催費 36,000,000 33,839,903 △ 2,160,097 個人会員 7,000,000 5,980,000 △ 1,020,000
講師料（日当） 24,500,000 25,506,019 1,006,019 認定講師特別入会金 8,000,000 6,480,000 △ 1,520,000
会場費 63,000,000 67,068,238 4,068,238 認定校特別入会金 9,000,000 3,300,000 △ 5,700,000
印刷製本費 69,000,000 68,776,121 △ 223,879
保険料 1,000,000 483,260 △ 516,740 ［会費収入］ 110,000,000 129,181,000 19,181,000
検定運営費 6,500,000 4,449,446 △ 2,050,554 法人会員 45,000,000 47,340,000 2,340,000
イベント運営費 120,000,000 130,046,444 10,046,444 個人会員 65,000,000 81,841,000 16,841,000
制作委託費 25,000,000 23,486,779 △ 1,513,221
システム委託費 16,500,000 26,167,292 9,667,292 ［事業収入］ 453,800,000 464,883,895 11,083,895
その他委託費 12,500,000 8,479,194 △ 4,020,806 教材販売収入 120,000,000 110,637,995 △ 9,362,005
広告宣伝費 22,000,000 19,578,250 △ 2,421,750 検定料収入 40,000,000 60,679,650 20,679,650
接待交際費 5,000,000 5,912,885 912,885 検定運営料収入 60,000,000 55,000,000 △ 5,000,000
旅費交通費 41,000,000 45,585,829 4,585,829 講習会収入 14,000,000 24,415,000 10,415,000
通信費 15,500,000 16,135,766 635,766 広告掲載料収入 32,000,000 31,193,400 △ 806,600
備品消耗品費 2,000,000 1,099,029 △ 900,971 コンテスト収入 36,000,000 40,126,000 4,126,000
事務用消耗品費 1,000,000 1,900,084 900,084 入場料収入 6,500,000 6,381,500 △ 118,500
支払手数料 550,000 487,016 △ 62,984 出展料収入 125,000,000 126,807,600 1,807,600
調査費 2,500,000 136,500 △ 2,363,500 講師派遣料 300,000 △ 300,000
顧問料 3,000,000 1,932,000 △ 1,068,000 参加料 7,500,000 3,775,000 △ 3,725,000
会議費 2,000,000 1,665,127 △ 334,873 ホームページ広告料 10,000,000 4,467,750 △ 5,532,250
雑費 700,000 241,362 △ 458,638 登録料（サロン） 2,500,000 1,400,000 △ 1,100,000

［管理費］ 102,050,000 100,898,576 △ 1,151,424 ［雑収入］ 4,700,000 5,035,964 335,964
人件費 48,000,000 50,095,223 2,095,223 受取利息 700,000 403,572 △ 296,428
広告宣伝費 2,500,000 2,545,200 45,200 その他 4,000,000 4,632,392 632,392
接待交際費 250,000 0 △ 250,000
旅費交通費 400,000 101,530 △ 298,470
通信費 7,000,000 4,811,836 △ 2,188,164
備品消耗品費 400,000 854,787 454,787
事務用消耗品費 5,000,000 3,544,423 △ 1,455,577
顧問料 7,500,000 8,467,500 967,500
支払手数料 2,700,000 2,851,964 151,964
水道光熱費 650,000 246,362 △ 403,638
地代家賃 13,000,000 10,613,409 △ 2,386,591
保険料 300,000 273,000 △ 27,000
会議費 300,000 370,300 70,300
租税公課 2,000,000 4,263,800 2,263,800
リース料 1,500,000 848,049 △ 651,951
減価償却費 3,500,000 4,363,114 863,114
雑費 800,000 871,787 71,787
固定資産除売却損 4,000,000 5,625,582 1,625,582
移転費用 2,000,000 0 △ 2,000,000
法人税、住民税及び事業税 250,000 150,710 △ 99,290
当期支出合計 595,300,000 609,236,599 13,936,599 当期収入合計 598,000,000 617,740,859 19,740,859

［本年度剰余金］ 288,216,867 ［前期繰越剰余金］
前期繰越正味財産額 279,712,607 279,712,607 0 前期繰越正味財産額 279,712,607 279,712,607 0
本年度正味財産増加額 2,700,000 8,504,260 5,804,260
支出の部  合計 877,712,607 897,453,466 19,740,859 収入の部  合計 877,712,607 897,453,466 19,740,859

特定非営利活動法人  日本ネイリスト協会
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■ 平成21年度 貸借対照表　（平成22年3月31日現在）

以上のとおり報告します。
平成22年6月16日（水）　理事長：滝川 晃一  財務委員長：中川 澄大

厳正な監査の結果、上記決算が正確であることを認めます。
平成22年6月16日（水）　監　事：井手 勝輔  清水 孝悦  田中 知一

本年度剰余金 288,216,867 円は、全額次期繰越剰余金とする。

印印

印 印印

資    産    の    部 負    債    の    部
科目 内訳 金額 科目 内訳 金額
現金 649,811 未払金 24,825,218

受験対策セミナー会場費 1,700,000
普通預金 185,322,504 受験対策セミナー講師代 3,974,259

三菱東京ＵＦＪ銀行・赤坂見附支店 176,631,168 その他 19,150,959
三井住友銀行・赤坂支店 8,689,888
みずほ銀行・赤坂支店 1,448 未払法人税等 確定申告分 70,000

郵便振替 ゆうちょ銀行 5,345,980 未払消費税等 確定申告分 2,389,900

郵便預金 ゆうちょ銀行 1,037 前受金 50,552,000
平成22年度会費 43,872,000

定期預金 115,000,000 平成22年4月実施カンファレンス出展料 2,270,000
三菱東京ＵＦＪ銀行・赤坂見附支店 110,000,000 認定講師登録料 4,410,000
ゆうちょ銀行 5,000,000

預り金 936,655
未収金 26,551,109 源泉所得税・住民税 779,230

教材販売未収金 22,039,900 その他 157,425
会報広告料未収金 1,256,850 負債合計 78,773,773
その他 3,254,359

前払費用 6,616,035
東急不動産㈱（事務所家賃） 1,850,160
㈱東京ビッグサイト 2,034,900
カンファレンス関連（４月開催） 2,681,909
その他 49,066

貸倒引当金 △ 262,000

棚卸資産 4,801,124
販売用図書ほか 4,801,124

有形固定資産 8,022,818
内部造作 6,530,070
器具・備品 5,147,750
減価償却累計額 △ 3,655,002

商標権 商標デザイン料 245,438

ソフトウェア 5,225,588
ホームページ作成費用 4,201,838
会員管理システム 1,023,750

電話加入権 145,600
正味財産 288,216,867

差入保証金 9,325,596 前期繰越正味財産額 279,712,607
事務局事務所保証金 9,325,596 本年度正味財産増加額 8,504,260

資産合計 366,990,640 負債及び正味財産合計 366,990,640

特定非営利活動法人  日本ネイリスト協会
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平成22年度  事業計画案
（平成22年4月1日〜平成23年3月31日）

 平成 22年度は、「協会設立 25周年プロジェクト」の集大成の年として、これまで推進して来た業界健全化の活動
を結実し、さらに中長期の視点に立って、ネイル産業が次のステージへ発展するための基礎固めを行って参ります。

昨年度、ネイル産業を取り巻く社会環境の大きな動きとして、平成 22年 2月より厚生労働省が「生活衛生関係営業
等衛生問題検討会」を行ってネイルサロンの衛生管理基準に具体的に着手したことと、それにあわせてテレビ、新聞
等のマスメディアでネイルサロンの衛生管理に不備が多いという報道がなされたことがありました。計 3回行われた厚
生労働省の検討会で指針がまとまり、平成 22年中頃に発表される予定です。

協会では、既に平成 21年 12月に制定した「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を広く業界内外に浸透し、
ネイルサロンの現場で活用されることを目的として、「ネイルサロン衛生管理士」制度を発足。今年度より具体的に展開
いたします。

また、教育施設（スクール）、材料・器具（プロダクツ）の各分野でも業界自主基準の策定を推進して参ります。

技術研究・開発の分野においては、昨年度初めて実施した「JNAジェルネイル技能検定試験」を充実させることに
よって、新しい技術分野に対する基準作りと普及を促進し、6月には初めての上級試験を実施します。受験者数 30万
人以上の実績のある「ネイリスト技能検定試験」（JNE主催）においても、ソフト開発と運営支援を行います。

ネイル産業の全国的な浸透のために、地域活性化活動の主軸として、昨年度からスタートした「JNAネイルカンファ
レンス」のさらなる充実を図ります。今年度は 4月広島、10月名古屋、2月福岡での開催を予定しており、全国 7地区
での開催が実現します。来年度に向けた実施計画も早期に決定し、各地区への訴求活動を行って、ネイルの最新情報
とトップ技術に触れる場への参加を促進し、ネイル産業の底辺拡大を目指します。

さらに、昨年度より着手した社会貢献事業を充実させます。女性が中心である産業として取り組みを始めた「ピンク
リボン運動」においては、10月の「ピンクリボン・ネイルアートコレクション」を昨年度に続いて実施するのに加え、具
体的に検診率を高めるための施策なども行って参ります。また、今年は働く女性を応援する企画についても推進してい
きます。ネイリストの多くは、働く女性です。健康で生きがいをもって働くことができる環境づくりやスキルアップのため
の啓発活動に協力しながら、美しい指先が働く女性の美しさを引き立て、モチベーションの向上にも繋がることをアピ
ールしていく活動を行います。

ネイルに関する最新トレンドの開発と発信も強化いたします。究極のおしゃれである“ネイル”を、ファッションのポイ
ントとして認知させ、マスメディアを通じて発信致します。

平成 20年に発刊した日本で初めてのネイル産業調査報告「ネイル白書 2008-09」は、社会にネイルを大きくアピー
ルすることに繋がりました。今年度は「ネイル白書 2010-11」を発刊します。ネイル産業の現状をより詳細に分析する充
実した内容で 10月発刊を目指しています。

ここまで述べた全ての活動が 11月「ネイル月間」に結実します。サロン、スクール、プロダクツのあらゆる分野で各
企業がネイルの社会普及活動に協力し、その集大成として「東京ネイルエキスポ」を開催します。 また、協会設立 25
周年を迎え、昨年制定した 11月11日「ネイルの日」に 25周年式典を開催します。これまで業界の発展に寄与された
方たちへの功労表彰を行うとともに、さらなるネイル産業の発展の起点とします。

以上が、平成 22年度の事業計画の概要です。

第 3号議案
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■ 各委員会 活動案

教育委員会

1.  JNAジェルネイル技能検定試験の要項、審査基準の整備
2.  ネイリスト技能検定試験（JNE主催）の要項、審査基準整備の支援
3.   認定校における教育カリキュラムの策定
4.  教育に関わるソフト開発と技術教育に関わる事業のプロデュース

講師委員会

1.  協会が行う技術普及活動の実務を担当する講師会の組織強化と活動効率化
2.  協会主催イベント・コンペティションの企画、実行
3.   JNAジェルネイル技能検定試験、ネイリスト技能検定試験（JNE主催）の試験官選任と採点基準管理
4.   第3期本部認定講師昇格試験の実施

国際委員会

1.  会員サービス向上を見据えた協会オフィシャル海外研修ツアーの実施
2.  海外ネイル競技会における邦人選手向け現地サポート体制の強化
3.   海外ネイル産業界の現状の調査、海外ネイルイベントの発掘と紹介
4.   新国際組織WINC（World International Nail Club）の整備と普及活動
5.   協会主催イベントにおける海外交流の推進

企画委員会

1.  「ピンクリボン運動」の推進と、働く女性支援活動への協力
2.  業界全体の取り組みとしてのネイル月間キャンペーンの企画立案
3.   JNA25周年に関する企画の推進
4.   広報委員会との協力による最新ネイルトレンドの発信
5.   協会イメージ向上のための各種ツールの企画

広報委員会

1.  会報誌『Natiful』の更なる充実
2.  公式ホームページの戦略的な運用
3.   ポータルサイト“nail.jp（ネイルジェイピー）”と“NAIL TREND ONLINE”の拡充
4.   協会・業界からの発信を効果的に行うためのメディア戦略の強化と新メディアへの対応

組織委員会

1.  プロダクツ委員会との協力で「JNA ネイルカンファレンス」を開催
2.  衛生管理士制度普及のための講習会開催
3.   協会各事業に関する地区への普及活動
4.   地区におけるネイル産業・協会の認知度向上、会員サービス・会員獲得のための施策を実行
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財務委員会

1.   委員会別予算管理
2.   理事会、運営会議（D12会議）における財務諸表の開示
3.   経費削減・監視

法制委員会

1.  スクール、プロダクツ、サロン各委員会と連携し、業界各基準を策定
2.  厚生労働省の方針に合わせた衛生管理自主基準およびマニュアルの改定
3.   協会運営を円滑に遂行すべく、協会規程・制度の整備と立案

スクール委員会

1.  認定校規程の整備、改定
2.  認定校申請の審査業務
3.   認定校制度の普及活動
4.   認定校の組織化

プロダクツ委員会

1.  ネイル関連製品の基準を整備
2.  JNAジェルネイル技能検定試験における指定商品基準の整備
3.   組織委員会との協力で「JNAネイルカンファレンス」を開催
4.   プロダクツ組織の意思統一を図り、ネイル産業の振興のための協会事業へ協力

サロン委員会

1.  認定ネイルサロン制度の制定と普及、申請の審査業務
2.  ネイル月間お客様感謝キャンペーンの企画立案
3.   人事・労務・経営・技術など、各分野の認定ネイルサロン対象セミナーを企画
4.   衛生管理士制度の普及支援

総務委員会

1.  「ネイル白書2010-11」の発刊
2.  各委員会との協力により協会設立25周年記念式典を実施
3.   会員サービスの向上、会員数拡充を図るための施策を立案
4.   法人正会員新規加入申請の審査業務
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■ 平成22年度　主な事業活動案

平成 22年
  4月  5日（月）  衛生管理指導員講習会
 4月  6日（火）  JNAネイルカンファレンス in 広島
 4月 17日（土）−18日（日）  2010年春期ネイリスト技能検定試験 2級・1級（JNE主催）
 4月 19日（月）  第1回 ネイルサロン衛生管理士講習会（東京）
 4月 21日（水）  常任委員会委員長会議（D12会議）
 4月 23日（金）〜28日（水）  IBSラスベガス研修ツアー
 4月 25日（日）  2010年春期ネイリスト技能検定試験 3級（JNE主催）
 5月  1日（土）  会報誌「Natiful Vol.83」発行
 5月 11日（火）  第1回 ネイルサロン衛生管理士講習会（大阪）
 5月 12日（水）  定例理事会／第1回 評議員会
 5月 18日（火）  国際ネイルフォーラム2010
 5月26日（水）・6月8日（火）〜10日（木） 衛生管理指導員講習会
 6月 5日（土） −  6日（日）  第2回 JNAジェルネイル技能検定試験（東京・名古屋）
 6月 12日（土）−13日（日）  第2回 JNAジェルネイル技能検定試験（大阪）
 6月 中旬〜下旬   第2回ネイルサロン衛生管理士講習会（全国7都市）
 6月 15日（火）  ネイルサロン経営セミナー＜登録ネイルサロン対象＞
 6月 16日（水）  常任委員会委員長会議（D12会議）
 6月 24日（木）  平成22年度 通常総会
 7月  1日（木）  会報誌「Natiful Vol.84」発行
 7月  4日（日） − 5日（月）  アジアネイルフェスティバル in 大阪2010
 7月 18日（日）  2010年夏期ネイリスト技能検定試験 3級（JNE主催）
 7月 20日（火）  ネイルサロン店長育成研修＜登録ネイルサロン対象＞
 7月 28日（水）  定例理事会
 8月 19日（木）  常任委員会 委員長会議（D12会議）
 8月 23日（月）〜26日（木）   認定講師勉強会（東京2回・大阪2回）
 9月  1日（水）   会報誌「Natiful Vol.85」発行
  9月 上旬〜9月下旬  検定対策セミナー
 9月  2日（木）  第3期 本部認定講師昇格試験・セミナー
 9月 14日（火）  第24期 認定講師資格試験（大阪）
 9月 15日（水）  定例理事会
 10月 1日（金） 〜  ピンクリボンネイルアートコレクション
 10月 16日（土）−17日（日）  2010年秋期 ネイリスト技能検定試験/2級・1級（JNE主催）
 10月 24日（日）  2010年秋期 ネイリスト技能検定試験/3級（JNE主催）
 10月 4日（月）  JNAネイルカンファレンス in 名古屋
 10月 20日（水）  常任委員会 委員長会議（D12会議）
 11月 1日（月）  会報誌「Natiful Vol.86」発行
 11月  1日（月） 〜11月30日（火） ネイル月間
 11月 10日（水）  定例理事会／第2回 評議員会
 11月 11日（木）  【ネイルの日】　JNA25周年式典
 11月 28日（日）−29日（月）  東京ネイルエキスポ 2010
 12月 8日（水）  常任委員会 委員長会議（D12会議）

平成 23年
 1月  1日（土）  会報誌「Natiful Vol.87」発行
 1月 12日（水）  定例理事会／平成23年 新年会
 1月 23日（日）  2011年冬期 ネイリスト技能検定試験/3級（JNE主催）
 2月 16日（水）  常任委員会 委員長会議（D12会議）
 3月  1日（火）  会報誌「Natiful Vol.88」発行
 3月 16日（水）  定例理事会
 3月 上旬〜3月下旬  検定対策セミナー
 2月  下旬   認定講師勉強会
 3月  上旬  第25期 認定講師資格試験（東京）
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■ 平成22年度 収支予算案　（平成22年4月1日〜平成23年3月31日）

第 4号議案

平成22年度  収支予算案

支     出     の     部 収     入     の     部
項     目 金　額 項     目 金　額

［事業費］ 584,000,000 ［入会金収入］ 20,000,000
会報編集費 26,000,000 法人会員 3,000,000
開催費 34,000,000 個人会員 6,000,000
講師料（日当） 26,000,000 認定講師特別入会金 7,000,000
会場費 68,000,000 認定校特別入会金 4,000,000
印刷製本費 69,000,000
保険料 1,000,000 ［会費収入］ 130,000,000
検定運営費 5,000,000 法人会員 48,000,000
イベント運営費 130,000,000 個人会員 82,000,000
制作委託費 34,000,000
システム委託費 37,000,000 ［事業収入］ 534,000,000
その他委託費 9,000,000 教材販売収入 111,000,000
広告宣伝費 35,000,000 検定料収入 120,000,000
接待交際費 6,000,000 検定運営料収入 56,000,000
旅費交通費 46,000,000 講習会収入 25,000,000
通信費 17,000,000 広告掲載料収入 32,000,000
備品消耗品費 2,000,000 コンテスト収入 41,000,000
事務用消耗品費 2,000,000 入場料収入 7,000,000
支払手数料 1,000,000 出展料収入 127,000,000
調査費 1,000,000 参加料 4,000,000
顧問料 2,000,000 ホームページ広告料 5,000,000
会議費 2,000,000 認定登録料（サロン） 6,000,000
雑費 1,000,000
特別費用 ２５周年 10,000,000 ［雑収入］ 6,000,000
特別費用 ネイル白書 10,000,000 受取利息 1,000,000
予備費 10,000,000 その他 5,000,000

［管理費］ 106,000,000
人件費 51,000,000
広告宣伝費 3,000,000
接待交際費 1,000,000
旅費交通費 1,000,000
通信費 5,000,000
備品消耗品費 1,000,000
事務用消耗品費 4,000,000
顧問料 10,000,000
支払手数料 3,000,000
水道光熱費 1,000,000
地代家賃 11,000,000
保険料 1,000,000
会議費 1,000,000
租税公課 5,000,000
リース料 1,000,000
減価償却費 5,000,000
雑費 1,000,000
法人税、住民税及び事業税 1,000,000
当期支出合計 690,000,000 当期収入合計 690,000,000

［剰余金］ ［繰越金］
前期繰越正味財産額 288,158,867 前期繰越正味財産額 288,158,867
本年度正味財産増加額 0
支出の部  合計 978,158,867 収入の部  合計 978,158,867

特定非営利活動法人  日本ネイリスト協会



13

日本ネイリスト協会は、以下の 使命・理念・心得・活動 を日々の活動指針とする

ネイルを日々の身だしなみとして、世界一指先の美しい国へ。

Mission　使　命

ネイルは、夢と感動を与える
ネイルは、健康と美しさを創る
ネイルは、芸術であり感性である
ネイルは、生活に豊かさをもたらす
そして、「ネイルケア」が基本である。

Policy　心　得

Philosophy　理　念
特定非営利活動法人 日本ネイリスト協会は、ネイルに関する
技能講習や資格認定等を通じて広くネイル文化とネイリストの
技能向上を図り、社会性、公益性、消費者保護の観点から、
適切な情報提供とコンプライアンス（法令遵守）に努め、健全
なネイルビジネスの発展に寄与することを基本理念とする。

Activit ies　活　動
技能セミナーの開催等によるネイルに関する人材の育成
ネイリストの技術基準の策定、公表および資格認定制度
会報・メディアなどを通じネイル関連の最新情報の提供
ネイルに関する理論および技術体系に関する研究・開発
関連行政・団体等との連携および海外ネットによる交流
ネイルの魅力を社会にアピールし、その認知度を高める
その他、この法人の目的を達成するために必要な活動

1
2
3
4
5
6
7
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