
SPC会員 学生 一般

1
ワインディング

プロ
（オールパーパス）

60名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生

ブロッキング
5分

インターバル
1分

ワインディング
20分

-

・ブロッキング5分ワインディングとのインターバルは1分
・ベーシックサポート巻ロッド本数60本以上
・ロットサイズは12mmから5mmまで使用
・ペーパーは白色または淡色に限る
・輪ゴムの色は自由
・ウィッグ指定なし
・ウィッグ等の目印なし
※事前ブロッキング不可

【失格事項】
・12mmから5mmサイズ以外のロットの使用
・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの
・タイム終了後にウィッグに触れていた場合（終了と同時に持っている毛束を巻くのは可）
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

2
ワインディング

フレッシュ
（オールパーパス）

60名
新卒者

（美容室勤務8ヶ月以内）
（美容専門学校卒以外）

ブロッキング
5分

インターバル
1分

ワインディング
25分

-

・ブロッキング5分ワインディングとのインターバルは1分
・ベーシックサポート巻ロッド本数60本以上
・ロットサイズは12mmから5mmまで使用
・ペーパーは白色または淡色に限る
・輪ゴムの色は自由
・ウィッグ指定なし
・ウィッグ等の目印なし
※事前ブロッキング不可

【失格事項】
・12mmから5mmサイズ以外のロットの使用
・規定ロット本数（60本）未満の場合
・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの
・タイム終了後にウィッグに触れていた場合（終了と同時に持っている毛束を巻くのは可）
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 - ¥8,000

3
ワインディング

ジュニア
（国家試験スタイル）

90名
美容専門学校卒

（1年以内）
高卒（2年以内）

ワインディング
20分

-

・国家試験ワインディングスタイルに準ずる
・オールバックからスタート
・ブロッキングは、してもしなくてもどちらでもよい
※事前ブロッキング不可
・13mm（または13.5mm）～10mmロッドを使用
・ロッド本数50本～55本以内に収めること
・ペーパーは白色または淡色に限る
・輪ゴムの色は自由
・ウィッグ指定なし
・ウィッグ等の目印禁止
※ブロッキングタイムはありません

【失格事項】
・13mm（または13.5mm）から10mmサイズ以外のロットの使用
・規定ロット本数に満たない場合もしくはそれ以上の場合
・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの
・タイム終了後にウィッグに触れていた場合（終了と同時に持っている毛束を巻くのは可）
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 - ¥8,000

ウ
ィ
ッ
グ
競
技
部
門

定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

4
ワインディング

学生部門
（国家試験スタイル）

100名
理美容専門学校在校生
（美容室在籍者不可）

（理美容室在籍者不可）

ワインディング
20分

-

・国家試験ワインディングスタイルに準ずる
・オールバックからスタート
・ブロッキングは、してもしなくてもどちらでもよい
・13mm（または13.5mm）～10mmロッドを使用
・ロッド本数50本～55本以内に収めること
・ペーパーは白色または淡色に限る
・輪ゴムの色は自由
・ウィッグ指定なし
・ウィッグ等の目印禁止
※事前ブロッキング不可
※ブロッキングタイムはありません

【失格事項】
・13mm（または13.5mm）から10mmサイズ以外のロットの使用
・規定ロット本数に満たない場合もしくはそれ以上の場合
・ウィッグ地肌へのマーキングがあるもの
・タイム終了後にウィッグに触れていた場合（終了と同時に持っている毛束を巻くのは可）
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

- ¥3,000 －

5
メンズ

ベリーショート
スタイル

20名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
20分 -

・カラーパーマ事前仕込み可
・全体に2cm以上カット
※刈上げを50％以上すること
※バリカンを使用必須（6mm以下)
※電気器具の使用可（電源コンセント増設不可）
・トレンドを捉えたメンズベリーショート
・ウィッグ指定…655BⅡ(ブロースカット用ウィッグ)
※エスピーシー通商にて各自注文
※専門学生の方はウィッグは各自でご購入ください

【失格事項】
・指定ウィッグ以外のウィッグの使用
・競技開始前に仕上がっている場合（一部分も含む）
・バリカン使用必須（6mm以下）を使用しなかった場合
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

6 ホイルワーク 50名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生

ブロッキング
5分

インターバル
1分　→　5分
ホイリング

35分

-

・セクショニング5分、ホイリングとのインターバルは1分　→　5分
・詳細な要項は別紙「SPCホイルワーク全国大会規定」を参照
・ウィッグ指定…レディースカットウィッグ　No.337S
※エスピーシー通商にて各自注文
※専門学生の方はウイッグは各自でご購入ください

【失格事項】
・ホイルの枚数が足らない場合
・ウィッグ指定違反と事前準備違反
・ホイルの両端が折られていないもの
・ベルトが使用されていないもの
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

ウ
ィ
ッ
グ
競
技
部
門

インターバル １分 → ５分 

    

        2017.6.14改定 

（理美容室在籍者不可） 
2017.7.1改定 

指定ウィッグ 

品番が変更になりました 

655BⅡ （誤）廃盤です 
↓ 

６５５ Ｂ Ｓ （正） 
2017.7.19改定 



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

7
オリジナル

セット
90名

理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
30分 -

・パーティーヘアを基本とする
・ロングに限る
・パーマ・カラー・メイク・アクセサリーは自由
・つけ毛OK（ただし3分の１以上の使用は不可）
・事前の編み込み・作り込み・土台・ブロッキングは厳禁
・電気器具は一切使用不可（コードレス器具の使用は可)
・カラースプレーは禁止
・ウィッグの指定なし

【失格事項】
・カラースプレーを使用している場合
・全体の3分の1以上のつけ毛がされているもの
・事前の編み込み・作りこみ・土台・ブロッキングがされていた場合
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

8 トレンドブロー 50名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
20分 -

・時代の傾向性および流行などを敏感に取り入れたファッションブローであること
・パーマ・カラーは自由とする
・アイロンの使用不可
・ショートからミディアムまでとする
・ウィッグはオールバックで水分を含んでいるところからスタート
・ウィッグ指定なし

【失格事項】
・競技時間終了後に作品に触れていた場合は、失格の対象となる

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

9
ウィッグカット

レディース
200名

理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
40分 2018春夏コレクション

10
ウィッグカット

メンズ
100名

理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
40分 2018春夏コレクション

ウ
ィ
ッ
グ
競
技
部
門

¥6,000 ¥8,000¥3,000

・カットされていないウィッグからスタート
・カット以外の事前仕込みＯＫ
・ウェット、ドライどちらのスタートも可
・メイク・アクセサリーは自由（エクステ・ヘアーアクセサリー不可）
※全体に１cm以上カットすること
・電気機具の使用可（電源コンセント増設不可）
・作品テーマ・・・「2018春夏コレクション」・・・'18春夏のトレンドを意識したパーマやカラーを取り入れ
た質感のある上質なデザイン、コンクール作品として創りこんだものと商品としてのサロンスタイルを融合化
・首回りの装飾禁止
・レディスウィッグ指定・・・レディースカットウィッグ　No.337S、Dollwig ～cute～、耳付きウィッグ　IE-
33、Anna 100%人毛 カットウィッグ
レジーナAR-100、アソポリAPB-01（発注先は㈱アソポリ）
・メンズウィッグ指定・・・メンズウイッグ　0105B、メンズカットマネキン455MS
※エスピーシー通商にて各自注文
※専門学生の方はウィッグは各自でご購入ください

【失格事項】
・指定ウィッグ以外のウィッグの使用
・競技開始前に仕上がっている場合（一部分も含む）
・競技前からカットがされていたり、セニングやレザーを使い、手を加えられていた場合
・競技時間終了後に作品に触れていた場合



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

11 スピードカット 120名 理美容室勤務経験5年以内

課題写真
3分

カット～仕上げ
20分

-

・課題スタイルは競技スタート直前3分前に発表
・ウエット・ドライどちらでも可
・カラー・パーマ・エクステ・メイク等不可（未使用に限る）
・カット～仕上げまで20分
・競技前にダッカ―ル・シングルピンなどで留めないこと
・電気器具使用可（電源コンセント増設不可）
・ウィッグ指定・・・Anna 100%人毛 カットウィッグ
※「グランドチャンプ（メイク有）」をお持ちの場合、使用可
※エスピーシー通商にて各自注文

【失格事項】
・指定ウィッグ以外のウィッグ使用
・競技開始前にカラー・パーマ・エクステ・メイク等がされていた場合
・競技時間終了後に作品に触れていた場合

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

12

ワンレングスカッ
ト

関西大会のみ
100名

理美容専門学校卒3年未
満　　　　　　　　　理

美容室勤務5年未満

カット
２０分
セット
１０分

－

・ウィッグは指定・・・レジーナAR-100、アソポリAPB-01（発注先は㈱アソポリ）
・スタイリング剤使用不可ブローのみ
・ブラントカットでのワンレングスカット
・ウェットの状態でカットにはいりブロー仕上げ
・ネープ3cmの水平ラインカット　ガイドはネープのとこ3㎝を基準に水平にカットしてください
・カット前にネープが6cm以上ある事
・センターパートで前髪は自然にサイドにおろす
・前あがり・前さがりになると減点
・事前処理不可（ストレートパーマ･ヘアカラー･ヘアマニキュア等）
【失格事項】テーパー・セニングは不可

¥6,000 ¥3,000 ¥8,000

13
フォト

アート部門
150名

理美容室勤務者
理美容経験者

－ -

・ヘアを意識した商用の高い作品（画像加工・デジタル処理可）
・自由な発想による独創的な作品
・自分のテーマを作り、氏名記入用紙に記入のこと
・芸術的感性を活かした作品
・サイズは25.4cm×20.3cm（六つ切り）
・作品の向きは縦か横に限る（裏面に上下の方向を記入のこと）
・別紙専用記入用紙に本部名、会社名、住所、電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・別紙専用記入用紙に作品テーマを記入し、作品に貼りつけること（説明書参照）
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※作品の返却はいたしません
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます

¥5,000 - ¥5,000

14 フォト
サロンスタイル部門

150名
理美容室勤務者
理美容経験者

－ 2018春夏コレクション

・ヘアを意識した商用の高い作品（画像加工・デジタル処理可）
・トレンドを取り入れたサロンスタイルを表現した作品であること
・正面もしくは斜めからのアングルであること（ポージング可）
・サイズは25.4cm×20.3cm（六つ切り）
・作品の向きは縦か横に限る（裏面に上下の方向を記入のこと）
・別紙専用記入用紙に本部名、会社名、住所、電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※作品の返却はいたしません
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます

¥5,000 - ¥5,000

ウ
ィ
ッ
グ
競
技
部
門

展
示
部
門



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

15
フォト

メンズフリースタイル
部門

150名
理美容室勤務者
理美容経験者

－ －

・ヘアを意識した商用の高い作品（画像加工・デジタル処理可）
・独創的またはトレンドを取り入れた作品
・アングルは自由
・サイズは25.4cm×20.3cm（六つ切り）
・作品の向きは縦か横に限る（裏面に上下の方向を記入のこと）
・別紙専用記入用紙に本部名、会社名、住所、電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※作品の返却はいたしません
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます

¥5,000 - ¥5,000

16
フォト

キッズ部門
30名

理美容室勤務
理美容経験者

－ 2018春夏コレクション

・ヘアを意識した商用の高い作品（画像加工・デジタル処理可）
・別紙専用記入用紙に本部名、会社名、住所、電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・サイズは25.4cm×20.3cm（六つ切り）
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
・作品の向きは縦か横に限る（裏面に上下の方向を記入のこと）
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
※作品の返却はいたしません
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます
・注意事項あり。必ず参照のこと。
・トレンドを取り入れたサロンスタイルを表現した作品であること
・正面もしくは斜めからのアングルであること（ポージング可）※モデルは小学校4年生以下とする
※審査員表彰と来場者投票表彰の2部門表彰あります

¥3,000 - ¥3,000

17
フォト

学生部門
30名

理美容専門学校在校生
（理美容室在籍者不可）

- -

・ヘアを意識した商用の高い作品（画像加工・デジタル処理可）
・別紙専用記入用紙に学校名、住所、電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・サイズは25.4cm×20.3cm（六つ切り）
・作品の向きは縦か横に限る（裏面に上下の方向を記入のこと）
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・独創的またはトレンドを取り入れた作品
・作品モデルが必ずバストアップであること
・アングルは自由
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※作品の返却はいたしません
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます
関西大会上位5作品は自動的に全国決勝戦にエントリーとなります

- ¥2,000 －

18 デッサン 50名
理美容室勤務者
理美容経験者

－ -

・イラストレーションボードのA3（42.0cm×29.7cm）サイズを必ず使用すること。メーカーは、
ミューズ（muse）。（紙色は白のみ。紙質・ボードの厚さは自由）
・購入した際のビニールを必ず付けたまま、お送りください。
・画用紙の向きは縦長のみ
・スタイルの向きや色付け等は自由
・別紙専用氏名記入用紙に本部名・会社名・店名・住所・氏名・電話番号を明記して作品裏面に必ず貼
ること
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。
※作品は後日返却します
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます

¥5,000 - ¥5,000

展
示
部
門

（理美容室在籍者不可） 
2017.7.1追記改定 



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

19
デッサン
学生部門

30名
　

理美容専門学校在校生
（理美容室在籍者不可）

－ -

・イラストレーションボードのA3（42.0cm×29.7cm）サイズを必ず使用すること。メーカーは、ミューズ
（muse）。（紙色は白のみ。紙質・ボードの厚さは自由）
・購入した際のビニールを必ず付けたまま、お送りください。
・画用紙の向きは縦長のみ
・スタイルの向きや色付け等は自由
・別紙専用氏名記入用紙に学校名・店名・住所・氏名・電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること
・作品は傷まないように厚紙などに挟み2017/8/27（日）迄に関西事務所へ送付すること
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと
※作品は後日返却します
※指定サイズ外の作品は入賞対象から外されます
※期限を越えて提出された作品は入賞対象から外されます
関西大会上位5作品は自動的に全国決勝戦にエントリーとなります

- ¥2,000 －

20 ネイル 60名
理美容室勤務
理美容経験者

理美容専門学校在校生
－ 無彩色〜彩なき美しさへ

の追求

・ テーマに沿った作品に仕上げること。
・ 未発表のオリジナル作品であること。
・ 作品のチップの長さは最長5cm程度とする。
（チップサイズを5本とも本物の爪のようにサイズを変えること。）
・ 使用する技法は、ジェル、アクリルパウダー、アクリル絵の具によるペイント、エアブラシ、3D、エンボスとする。
また、ラインストーン、ラメ、ホロは使用可とする。ただし、今年はテーマにそって、すべて、無彩色のみ使用可とす
る。
・3D（エンボス）の立体物はケース内に収まるサイズとする事。（サイズオーバーは審査の減点対象）
・ 装飾はネイルチップのみとする。箱の中の背景は無地単色とします。ネイルチップ以外に装飾が施されている場合は
失格となります。

・アクリルチップケースのサイズは、おおよそH85㎜×W115の長方形とする。
また、ケースはクリアなものを使用すること。各自でご購入ください。
●参考購入サイト1／株式会社レッドネイルズ（どなたでも購入可能）
RedSpecial アートチップケース 〈商品コード〉101-N-0010000000
●参考購入サイト2／株式会社ネイルパートナー（ネイリストのみ購入可能）
オリエン アクリルチップケース NJ100 〈商品コード〉17233

※昨年指定のアクリルBOX（155mm×54mm）も使用可
　
・作品は破損のないように厳重に梱包し大会当日2017/9/11（月）に持参すること（作品は後日返却します）
・専用氏名記入用紙と共に説明事項あり。必ず参照のこと。

※応募の際の作品の破損に関しては主催者側で責任を負いませんのでくれぐれも丁寧にお願いいたします

¥5,000 ¥2,000 ¥5,000

21
カラーデザイン
レディース部門

150名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
－ 2018春夏コレクション

22
カラーデザイン

メンズ部門
関西大会のみ

50名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
－ 2018春夏コレクション

¥6,000 ¥3,000 ¥6,000

・完全事前仕込みの上、当日作品を持参し展示する
・カラーのデザイン重視の審査
・メイク、アクセサリーは自由（エクステ・ヘアーアクセサリー不可）
・作品テーマ・・・「2018春夏コレクション」・・・'18春夏のトレンドを意識したパーマやカラーを
取り入れた質感のある上質なデザイン、コンクール作品として創りこんだものと商品としてのサロンス
タイルを融合化
・首回りの装飾禁止
・レディスウィッグ指定・・・レディースカットウィッグ　No.337S、Dollwig ～cute～、耳付きウィッ
グ　IE-33、Anna 100%人毛 カットウィッグ
・メンズウィッグ指定・・・メンズウイッグ　0105B、メンズカットマネキン455MS
※エスピーシー通商にて各自注文

【失格事項】
・指定ウィッグ以外のウィッグ使用

展
示
部
門

ウ
ィ
ッ
グ
展
示
部
門

（理美容室在籍者不可） 
2017.7.1追記改定 

理美容専門学校在校生 
2017.7.1追記改定 



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

23
パーティヘア

＆
メイク

20名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生
60分 -

・事前の編み込み・作り込み・土台・ブロッキングは厳禁
・モデルはコスチュームドレスを着用して入場
・メイクも競技として行い、ヘアとトータルで60分
・メイクはファンデーションをぬるところからスタート（下地までの事前準備可）
・メイクの選手とヘアの選手2名のペア参加も可
・ヘアとメイクのトータル審査　※競技中の同時施術不可
・カットクロスは競技時間内に外すこと
・パーマ・カラー・アクセサリーは自由
・つけ毛OK（ただし3分の1以上の使用は不可）
・電気器具は一切使用不可（コードレス器具の使用可）
・モデルはプロ・アマ問わない

【失格事項】
・つけ毛（3分の1以上使用した場合）
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

¥7,000 - －

24

成人式ヘア
＆

メイク
＆

着付

30名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生

メイク・セット60分
準備～長襦袢20分

着物着付・帯結20分
-

・競技会場にてメイク・セットを60分。長襦袢着付までを控室にて審査員立会いのもと20分以内で行
なう（第一次審査あり）
・競技会場での振袖着付、帯結び競技時間はポーズ付けまで含め20分とする
・長襦袢、着物の衿とじは前もって済ませて会場入りする
・メイクの選手、セットの選手、着付の選手の3名までの参加も可
・競技中の同時施術不可
・電気器具は一切使用不可（コードレス器具の使用可）
・モデルはプロ・アマ問わない

【失格事項】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

¥7,000 - －

25

浴衣ヘア
＆

メイク
＆

着付

20名

理美容室勤務者
理美容経験者

3年以内
理美容専門学校在校生

メイク・セット40分
準備～着物着付

15分
帯結び10分

-

・競技会場にてメイク・セットを40分。浴衣着付までを審査員立会のもと15分以内で行なう（第一次
審査あり）
・競技会場での帯結び競技時間は、ポーズ付けまで含め10分とする
・メイクの選手、セットの選手、着付の選手の3名までの参加も可
・競技中の同時施術不可
・電気器具は一切使用不可（コードレス器具の使用可）
・モデルはプロ・アマ問わない
・詳細な競技要項及び減点・失格事項に関しては、WEBよりダウンロード

【失格事項】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

¥6,000 - －

モ
デ
ル
部
門



SPC会員 学生 一般
定員数 出場資格 競技時間 テーマ 競技規定

STYLING COLLECTION　2017.9.11（月）関西大会 　会場： エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）　　競技要項

カテゴリ 競技種目NO
出場費

26
振袖

トレンドアレンジ部
門

30名
理美容室勤務者
理美容経験者

理美容専門学校在校生

メイク・セット・着
付・帯結び

トータル100分

2018トレンド振袖
コレクション

＋

各自テーマ有り

・トレンドを取り入れた自由な発想のセット・メイク・着付け
・「振袖を着る世代の女子が思わず着たくなるような振袖コレクションスタイル」
・振袖の品格を損なわない中での自由なアレンジをトータルバランスで競う競技
・競技時間はメイク・セット・着付け・帯結びを含めトータル100分
・控室70分、会場30分の時間配分とする
・セット・メイク・着付・帯結びのどこからスタートしても良い
・セット・メイク・着付・トータルバランスの審査
・コーンロウ、編み込みなどの事前仕込み可
・使用する髪飾りなどの装飾品類は自由
・各自テーマを決め、テーマに沿った作品を作る
・テーマは当日、指定記入用紙に記入する
・メイクの選手、セットの選手、着付の選手の3名までの参加も可
・競技中の同時施術不可
・電気器具は一切使用不可（コードレス器具の使用可）
・モデルはプロ・アマ問わない

【失格事項】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

¥6,000 - －

27 メンズカット 100名
理美容室勤務者
理美容経験者 30分 ¥7,000 - －

28 レディースカット 150名
理美容室勤務者
理美容経験者 30分 ¥7,000 - －

29 総合 －
理美容室勤務者
理美容経験者 －

・レディース・メンズモデルカット部門の審査規定に基づき両方の部門に出場し総合得点の高い順にノミネー
トされ総合審査する
・メンズとレディースのトータルバランスも審査対象とする
・ポイントは表現力及び感性の高さ、コンセプト
※作品テーマはメンズ・レディースカットと同じ

【失格事項】
・モデルの拘束時間が長いが審査中にその場にいなかった場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

¥12,000 - －

モ
デ
ル
部
門

2018春夏コレクション

・全体を1cm以上カットすること
・メイク、アクセサリーは自由（エクステ・ヘアーアクセサリー不可）
・電気器具使用可
・カットクロスは競技時間内に外すこと
・ウェット状態からのスタート（事前審査員がトップ・ネープ・バングのどれかをスプレイヤーで3プッシュ程
度ぬらします）
・作品テーマ【2018春夏コレクション】・・・'18春夏のトレンドを意識したパーマやカラーを取り入れ
た質感のある上質なデザイン。コンクール作品として作りこんだものと商品としてのサロンスタイルを
融合させるという意味

【失格事項】
・モデルの拘束時間が長いが審査中にその場にいなかった場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合


