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《亞洲色彩趨勢年刊》於2008年首次出版，今年發行第12期。作為世界上唯一以亞洲趨勢為主題，闡

釋亞洲美學和靈感的年刊，至今已成功引領了眾多領域的品牌和產品開發，並被圖書館和教育機構收

藏。疫情席捲全球已經3年，人們的交流、思考方式以及審美觀都發生了巨大的變化。《亞洲色彩趨勢

年刊2024 -25》通過六個主題、400多張圖片、約45個材料樣本和48個色樣，呈現亞洲創意個性的

重構築、可持續發展、虛擬與現實的重疊等大趨勢，疫情中的虛擬互動給人們帶來的逆反心理，對觸

摸的渴望、心靈觸動和延伸感官的方法論等，提供豐富的創作靈感。

多年來，年刊與亞洲各國的趨勢研究專家合作，基於亞洲市場和消費趨勢分析，發布精準的趨勢預測。

在這個動蕩變化的時代，持續的觀察和解讀趨勢必將成為開闢新時代的動力。

“Asia Color Trend Book” has been celebrating its 12th edition, which started its first issue since 

2008. As the world's only Asia-focused trend book, and an inspiration book for Asian aesthetics, 

it has led to successful brand and product development in many fields, and has been used in 

libraries and educational settings.Three years after the pandemic swept the world, people's 

communication, thinking, and aesthetic sensibilities have changed dramatically. Through 

approximately 400 images, about 45 material samples, 48 color samples and 6 themes, "Asia Color 

Trend Book 2024-25" propose a variety of creative inspirations, that explores the reconstruction 

of Asian identity, the major trends of sustainability and the fusion of virtual and real, the desire for 

touch in reaction to digitalization including approaches that extend the human mind and senses.

Working with trend researchers in various Asian countries, we have continued to analyze Asian 

markets and consumer trends and make sharp trend forecasts. In times of upheaval, continuous 

observation and deciphering will be the driving force to open up a new era.

20 08年に発刊し今年で12巻目となる、世界唯一のアジアにフォーカスしたトレンドブック。アジア
の美意識を伝えるインスピレーションブックとして、多分野のブランドと商品開発を成功に導き、図
書館や教育の場にもご活用いただいています。世界を席巻したパンデミックから3年を経て、人々
のコミュニケーションや思考、美意識が大きく変化しました。『アジアカラートレンドブック2024 -
25』は、約40 0点の画像や45点の素材サンプル、48点の色票、6つのテーマを通して、アジアのア
イデンティティの再構築や、大きな潮流であるサステナブル、バーチャルとリアルの融合を主軸に、
デジタル化の反動による触れ合いへの欲求や、人間の心や感覚を拡張させたアプローチなど、様々
なクリエイティブ・インスピレーションを提案しています。
アジア各国のトレンドリサーチャーと協働しながら、アジア市場と消費者動向の解析、鋭いトレン
ド予測を続けてきた本書。激動する時代こそ、継続的な観測と読み解きが、新たな時代を切り開く
牽引力となっていきます。
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● ブック本体：画像約40 0点／色票 48色
● 日中英三ヶ国語解説

● MATERIAL BOX：素材約45点
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MATERIAL BOX
※今号より素材を別添いたします。
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再構築
再構築
Re-route

著想的生機　
着想のバイタリティ　
Conducting

繚亂　
開花
Efflorescence

 美的共生　
美の共生
Coexistence　

 釋放　
解き放つ　
Liberalization

隱秘的幻想　　
秘めたるファンタジー
Hidden Fantasy


