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修了生数 12 万人以上のネイルスクールが主催するネイルトレンドコンテスト
「第 9 回 HUMAN ACADEMY CUP ネイルアートコンテスト 2022」
初のオンライン開催／2022 年 6 月 22 日より募集開始
教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：川上 輝之、以下「当
社」）は、独自のネイルアートデザインを競う「第 9 回 HUMAN ACADEMY CUP ネイルアートコンテスト ONLINE
いろ

2022」を 6 月～7 月の期間中に開催いたします。このほど特設サイトをオープンし「Bright your HUES～自分の彩で
輝こう～」をテーマにオリジナルのネイルアートを 6 月 22 日から 7 月 5 日の期間中に募集いたします。
【本件のポイント】
●初のオンライン審査で２部門・12 賞の受賞者を決定。受賞作品には商品券授与のほか、ネイル誌への掲載や
国内で 29 店舗を運営するネイルサロン「DASHING DIVA」でのメニュー採用などを用意
●プロアマ問わず参加費無料で応募可能。応募締切は 2022 年 7 月 5 日
●審査員は JNA 認定講師や、業界を牽引するネイリスト、ネイル専門誌の編集長。7 月 20 日にインスタライブで
トークショー+受賞者を発表
【本件の背景】
ネイルの最新アートやトレンドを社会に発
信することで、ネイルを通じた自分磨きに貢
献することを目的として、2012 年から開催し
ている「ネイルアートコンテスト」を、2022 年
は初のオンライン審査として新たにリニューア
ルして開催いたします。
第 9 回となる今回のテーマは「Bright
いろ

your HUES～自分の彩で輝こう～」。
HUES（ヒューズ）とは色彩・色合い・色
調の意味で、NPO 法人日本ネイリスト協会
（JNA）が 2022 年の春夏のテーマとしてい
ます。この数年で、新しい生活スタイルへのシ
フトなどさまざまな時代の変化とともに「自分」
や「個性」を見つめ直した方も多いはずです。
それぞれの個性で、自分らしさを彩ってほしい
という想いを込めています。
■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 斉藤・原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【「第 9 回 HUMAN ACADEMY CUP ネイルアートコンテスト 2022」概要】
コンテストは、ネイルスクール受講生やプロではない一般の方が参加する「スチューデント部門」と、ネイル講師やネイリ
スト、アーティストの方が参加する「プロフェッショナル部門」の 2 つの部門で競われます。
応募作品については、JNA 認定講師や、業界を牽引するネイリスト、ネイル専門誌の編集長が審査を実施し、デザイ
ンや技術、創造性などを競います。また、初のオンライン審査となる第 9 回は、事務局の Instagram アカウントを開設
し、一般投票を実施。投稿作品への、いいね数によって決まる「Instagram 賞」を設けています。
●特設サイト URL： https://event.athuman.com/nail2022/
●Instagram 公式アカウント「ネイルアートコンテスト事務局_ヒューマンアカデミー」：
https://www.instagram.com/nailartcontest_humanacademy/
■スケジュール
・作品応募期間：2022 年 6 月 22 日（水）～2022 年 7 月 5 日（火）午後 6:00
・一般投票期間：2022 年 7 月 6 日（水）～ 2022 年 7 月 18 日（月）午前 9:00
・受賞結果発表：2022 年 7 月 20 日（水）
※アカウントのインスタライブで発表いたします
・受賞者コメント発表：2022 年 8 月 9 日（火）
■部門と賞品
部門
参加資格

各賞/人数
賞品

スチューデント部門
ネイルスクール受講生、プロではない一般の方

プロフェッショナル部門
ネイル講師、ネイリスト、アーティストの方

最優秀作品賞/1名

最優秀作品賞/1名

3万円相当（商品券）、記念トロフィー、
STORYJEL365カラージェル10色

5万円相当（商品券）、記念トロフィー、
STORYJEL365カラージェル20色

優秀作品賞/1名

優秀作品賞/1名

2万円相当（商品券）、 記念トロフィー、
STORYJEL365カラージェル5色

3万円相当（商品券）、記念トロフィー、
STORYJEL365カラージェル10色

Instagram賞/1名

Instagram賞/1名

STORYJEL365カラージェル5色

STORYJEL365カラージェル5色

入賞/1名

入賞/1名

1万円相当（商品券）、STORYJEL365カラー
ジェル3色

2万円相当（商品券）、STORYJEL365カラージェ
ル5色

ビギナー賞/1名

特別賞

‐
STORYJEL365カラージェル3色
NAIL EX 賞、NAIL VENUS 賞/各 1 名
ネイル雑誌へ掲載
DDI シーズンアレンジメント賞/各 1 名
ネイルサロン「DASHING DIVA」の期間限定メニューに採用

※参加費無料 ※応募方法など、詳しくは特設サイトをご覧ください。

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 斉藤・原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【今後の展望】
ヒューマンアカデミーでは、ネイルコンテストなどの日々の学習成果の発表やネイリスト同士が交流する場の提供を通じ
て、スキルの向上はもちろん、ネイルのトレンド発信ができるような高い技術力とデザイン力、発想力を持つ優秀なネイリ
ストの人材育成及びネイルサービス市場への貢献を目指します。

【参考情報】
■ヒューマンアカデミーネイルスクールについて
全国に 22 校舎、200 名以上の NPO 法人日本ネイリスト協会（JNA）認定講師が在籍するネイリスト養成講座
を展開するヒューマンアカデミーは、通学・オンライン・通信など多様な受講形態で講座を展開しており、1997 年の開講
以来、今年で 25 周年を迎え、修了生数 125,603 名※1・検定合格者数 53,710 名※2 の実績を誇ります。北海道
から沖縄まで全国どこでも通いやすく、技術のある講師がしっかりと指導。初心者でもネイリストへの夢を叶える環境をそ
ろえています。（※1. 2021 年 3 月時点 ※2. 2021 年 10 月時点）
●ネイルスクール WEB サイト：http://haa.athuman.com/academy/nail/
■ヒューマンアカデミーについて
1985 年の創設以来、ヒューマンアカデミーは未就学児童から中高生・大学生・社
会人・シニア層とあらゆるライフステージにあわせて学びと成長を支援する「リカレント教
育」を推進しています。IT 分野、語学・留学、保育、資格・就転職、趣味・教養、コ
コロとカラダコンディショニング、なりたい人を応援する専門教育など大きく８つのカテゴリ
で、時代や社会の変化にあわせながら 800 以上の講座を編成し、あらゆる人々の多
様なニーズに対し、学びの提供を行っております。
●ヒューマンアカデミーWEB サイト：https://manabu.athuman.com/
■ヒューマングループについて
ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、
IT と多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人（いせ
いいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、
高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解
決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。
人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき
目標として掲げられた SDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGs への貢献を通じて、
「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。
●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/

ヒューマンアカデミー株式会社
●代表者：代表取締役 川上 輝之 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1 階
●設立

：2010 年 4 月

●資本金：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/

■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 担当 斉藤・原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com
■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 若林、平
E-mail：kouhou@athuman.com

