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彩り

「東京から世界へ！」
JNAが2022年 春・夏のネイルトレンドを発表！
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NAIL DESIGN BY  para gelメインテーマ

世 界 イチ 　“ 指 先 の 美しい 国 ” 　ニッポン！

JNA 2022 S/S NAIL TREND

彩り
JNAトレンドプロジェクトチームが2022年 春・夏のネイルトレンドを発表！
そのイメージを協会プロダクツ企業のトップネイリストが作品を作りました。



ト レ ン ド を 彩 る 2 つ の テ ー マ

ジャンプ
常識や固定観念を軽々と飛び越えて

進化するポジティブな躍動

JUMP
アバター

仮想空間でしなやかに遊び、
未来への可能性を広げる分身

AVATAR

フルーティー
フルーツのみずみずしいフレッシュさや

透過光に映える鮮やかさ

FRUITY
ウッディー

木の温かみや包容力、
森の中で深呼吸するような和みと癒やし

WOODY

エナジー
〜新しい世界が始まるポジティブなエネルギー〜

ENERGY

リラックス
〜自然の力を味方に、自分らしく生きる〜

RELAX

自分らしさと、心の解放――
新しい生活スタイルや価値観、考え方が次々と生まれている中、

人種、性別、国境……これまでのボーダーを越え、
苦境を乗り越えて、世界の人々は今、色とりどりに輝いています。

2022年 春・夏のトレンドテーマはH
ヒューズ

UES〜彩り〜。
多様な“彩り”と、新たなパワーに満ちた世界の、無限の広がり。

未来へと進む力をENERGY、
自然や自分の内に目を向ける力をRELAXとして、２つのベクトルから、

明日を生きる私たちのための美を指先に宿します。

JNA 2022 S/S NAIL TREND

彩り

TREND STORY
ト レ ン ド ス ト ー リ ー



エナジー

〜新しい世界が始まるポジティブなエネルギー〜

ENERGY

〜自然の力を味方に、自分らしく生きる〜

RELAX リラックス

JNA 2022 S/S NAIL TREND

彩り

ジャンプ
常識や固定観念を軽々と飛び越えて

進化するポジティブな躍動

JUMP

NAIL DESIGN BY Dna Gel  

フルーティー
フルーツのみずみずしいフレッシュさや

透過光に映える鮮やかさ

FRUITY

アバター
仮想空間でしなやかに遊び、

未来への可能性を広げる分身

AVATAR

ウッディー
木の温かみや包容力、

森の中で深呼吸するような和みと癒やし

WOODY

NAIL DESIGN BY LUCU GEL

2022年 春・夏のネイルトレンド「H
ヒューズ

UES〜彩り〜」のテーマを
JNA認定プロダクツのトップネイリストたちがブランドの強みを活かした
デザインを創造。サロンワークへの見本として広く発信していきます。



「東京から世界へ」
〜 JNAがネイルトレンドを発信 〜

JNA 2022 S/S NAIL TREND

■外部有識者

山田 五郎
Goro Yamada

（評論家）

SAKURA

（モデル／
ビューティジャーナリスト）

麻生 綾
Aya Aso

（ビューティ・ディレクター／
美容編集者）

村上 千砂
Chisa Murakami

（マーケティング・プランナー／
エディター）

菅野 沙織
Saori Kanno

（日本輸入化粧品協会[CIAJ] 理事長、
　レブロン株式会社代表取締役社長）

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

■プロジェクトメンバー

■プロジェクト長

木下 美穂里
Mihori Kinoshita

（クリエイティブディレクター）

NPO法人日本ネイリスト協会（JNA）トレンドプロジェクト

JNA 2022 S/S ネイルトレンド テーマはH
ヒューズ
UES〜彩り〜

2022年 春・夏のネイルトレンドはH
ヒューズ
UES〜彩り〜です。

このキーワードの中には新しい世界に向かってのポジ
ティブなエネルギーと自然の力を味方に自分らしく生き
る、そんな2つのベクトルを打ち出しました。
このキーワードからイメージを作り上げていく為に更に
4つのサブテーマを上げていきました。

日本ネイリスト協会では2022年 春・夏を映し出すトレ
ンドキーワードを作成し、ネイルトレンドの指針を決定。
それを受けてトレンドデザインチームの皆様にイメージ
して頂いたネイルを作成いただきました。
ここから皆様のネイルイマジネーションの始まりです！

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チームが、

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トレンドデザインチームがテーマに基づき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ショー、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。

■作品制作　TREND DESIGN TEAMS 2022



TREND DESIGN TEAMS 2022

main nailist kyokomain nailist Taemain nailist RENTAN／なかやまちえこ

main nailist 星野優子main nailist 國松美恵main nailist 鯨岡百合香／埜藤理恵

main nailist 井筒貴子main nailist 前田佳苗main nailist 東條彩乃

main nailist 鈴木美穂main nailist 有東秀峰main nailist 田邉薫／齊藤緑

main nailist 髙木香織main nailist 出井朋佳 main nailist 香川浩代／力武あこ

テーマを具現化するのは、JNA認定プロダクツ企業を代表する、15のネイルブランド。

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き、

各ブランドが推薦した人気ネイリストたちとともに、ブランドの強みを活かしたデザインを創造。

ネイルトレンドをサロンワークの現場で活用しやすい形で提案していきます。


