
2019/7/2

SPC会員 学生 外部

ウ

ィ

ッ

グ

2
ワインディング

国試スタイル

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

ワインディング

20分

・平成30年度国家試験に準じたスタイルのみ審査する

・ロットの配列は、国家試験に準ずる

・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

　ただし、事前のブロッキングは禁止

・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

・ペーパーの色は白色または淡色に限る

・輪ゴムの色とサイズと太さは自由

・ウィッグの指定なし

・ウィッグ、その他の目印禁止

※衛生面に関する規定はありません

※クランプの指定はありません

※ロットケースの指定はありません

※ブロッキングタイムはありません

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文 (SPC会員以外の方は各自でご購入ください)

・13mm（または13.5mm）から10mmサイズ以外のロッドの使用

・規定ロッド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

・競技時間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）

6,000 *** 8,000

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

6,000 ***

8,000

ウ

ィ

ッ

グ

3

ワインディング

学生国試スタイル
理美容専門学校在校生

（理美容室在籍者不可）

ワインディング

20分

・平成30年度国家試験に準じたスタイルのみ審査する。

・ロットの配列は、国家試験に準ずる

・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

　ただし、事前のブロッキングは禁止

・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

・ペーパーの色は白色または淡色に限る

・輪ゴムの色とサイズと太さは自由

・ウィッグの指定なし

・ウィッグ、その他の目印禁止

※衛生面に関する規定はありません

※クランプの指定はありません

※ロットケースの指定はありません

※ブロッキングタイムはありません

※ウィッグは各自でご購入ください

・13mm（または13.5mm）から10mmサイズ以外のロッドの使用

・規定ロッド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

・競技時間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）

*** 3,000 ***

ウ

ィ

ッ

グ

1
ワインディング

オールパーパス

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（ブロッキングに対しての審査はない）

・ベーシックサポート巻ロッド本数60本以上

・ロッドサイズは12mmから5mmまで使用

・ペーパーの色は白色または淡色に限る

・輪ゴムの色・サイズ・太さは自由

・ウィッグの指定なし

・ウィッグ、その他の目印は禁止

・事前のブロッキング禁止

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文　(SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・12mmから5mmサイズ以外のロッドの使用

・規定のロッド本数(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

・競技時間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）

6,000 3,000

8,000

ウ

ィ

ッ

グ

4 スピードカット
理美容経験者5年以内

（理美容専門学校在校生不可）

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

・ウェット、ドライどちらのスタートも可

・カラー・パーマ・エクステ・メイク等不可（未使用ウィッグに限る）

・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

・電気器具の使用可（ただし、電源コンセントの増設は不可）

・ウィッグ指定あり　→　ドーワインターナショナル　Anna 100%人毛 カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　ウエルストン　SPILO（スピロ）102カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　※「ブラック」「ライトブラウン」どちらでも可

                                 アソポリ　APB-01 カットウィッグ(レジーナOEM)

※ウィッグは、アソポリ・SPC通商にて各自注文（SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください）

・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

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

・競技前からカットされていたり、レザーやセニングを使い、手が加えられ

ていた場合



2019/7/2

SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

・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 【失格事項】

　であること ・競技時間終了後に作品に触れていた場合

トレンドブロー 理美容室勤務者 ・パーマ・カラーは自由とする

関西大会のみ
理美容経験者 20分 ・アイロンの使用不可 6,000 3,000 8,000

理美容専門学校在校生 ・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

・ウィッグは指定・・・アソポリAPB-01カットウィッグ（レジーナＯＥＭ）　発注先は㈱アソポリ 【失格事項】

・スタイリング剤使用不可ブローのみ　 ・テーパーセニングは不可

理美容専門学校卒 ・ブラントカットでのワンレングスカット ・競技時間終了後に作品に触れていた場合

ワンレングスカット 3年未満 カット　20分 ・ウェットの状態でカットにはいりブロー仕上げ

関西大会のみ
セット　10分 ・ネープ3cmの水平ラインカット　 6,000 3,000 8,000

理美容室勤務者 　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

5年未満 ・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）

6,000 3,000

ウ

ィ

ッ

グ

5

ウ

ィ

ッ

グ

6

ウ

ィ

ッ

グ

7
ホイルワーク 理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校在校生

セクショニング

5分

インターバル

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

・ウィッグ指定あり　→　リビック　レディースカットウィッグ　No.337S

　　　　　　　　　　　　レジーナ　レディースカットウィッグ　No.337S

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文　(SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・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

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合

6,000 3,000 8,000

8,000

ウ

ィ

ッ

グ

8 オリジナルセット

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

・電気器具はコードレス器具のみ使用可

・カラースプレー禁止

・首回りの装飾は減点対象

・ウィッグの指定なし

※ウィッグは、SPC通商にて各自注文（SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・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

・競技時間終了後にウィッグに触れていた場合
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STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

ウ

ィ

ッ

グ

9

ウィッグカット

レディース

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

作品テーマ「2020春夏コレクション」
・'20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

創りこみと、商品としてのサロンスタイルを融合化した作品

・カットされていないウィッグからスタート

・カラー・パーマの事前仕込み可

・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・ヘアアクセサリーは不可）

・髪の毛に何もついていない状態でスタート

・電気器具の使用可（ただし、電源コンセントの増設は不可）

・首回りの装飾禁止（減点）

・ウィッグ指定あり

・レディースウィッグ指定・・・リビック　レディースカットウィッグ No.337S

　　　　　　　　　　　　　　　レジーナ　レディースカットウィッグ No.337S

　　　　　　　　　　　　　　　リビック　Dollwig ～cute～

　　　　　　　　　　　　　　　リビック　耳付きウィッグIE-33

　　　　　　　　　　　　　　　ドーワインターナショナル　Anna100%人毛 カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　　　　きくや美粧堂　ワンダーヘアー  グランドチャンプ(メイク有)

                                         リビック　ワンダーヘアー  グランドチャンプ(メイク有)

                           　　　　　 ウエルストン　SPILO（スピロ）102カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　　　　 ※「ブラック」「ライトブラウン」どちらでも可

　　　　　　　　　　　　　　　アソポリ　APB-01 カットウィッグ（レジーナOEM）

・メンズウィッグ指定・・・リビック  メンズウイッグ0105B

　　　　　　　　　　　　　リビック　メンズフリースタイル　MF-006

　　　　　　　　　　　　　ドーワインターナショナル　Gael ガエル メンズウィッグ

※ウィッグは、アソポリ・SPC通商にて各自注文（SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・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）

・競技開始前からカットされていたり、レザーやセニングを使い、手が加え

られていた場合

・競技時間終了後にウィツグに触れていた場合

6,000 3,000 8,000

ウ

ィ

ッ

グ

10
ウィッグカット

メンズ
6,000 3,000 8,000

10,000

モ

デ

ル

11
シングルラッシュ

モデル

美容師免許取得者

(美容専門学校在校生不可）
競技 60分

・カール：C、太さ：0.15ｍｍ、デザイン：セクシー、本数：100本以上、長さ：8mm～12mm(5種類使用）

・地まつ毛1本に対し人工毛1本装着

・ツィーザーは、左右1本ずつ持つ

・両目に施術する事（片目50本以上付けること）

・装着位置はまつ毛根元から0.5~1mｍあける

・保護テープは眼瞼縁にかからないように貼る

・まつ毛や人工毛同士が絡まないように装着

・競技中、道具を落とした場合、消毒してから使用すること

・競技開始前までにモデルに保護テープを貼り、衛生的に道具の準備をすること

・競技終了までに1回以上ブロアーを使用する

・人工毛（エクステンション）とグルーのメーカー種類は問わない

・人工毛（エクステンション）の色は黒のみとする

・モデルは各自で用意すること

・服装は、白シャツと黒パンツとする（パンツは素材は問わない）

・マスクとエプロンの着用は必須とする

・推奨グルー・エクステあり

・推奨グルー・・・松風 【10ml】ギプスグルー「GIPS GLUE」■日本製低粘度最速施術タイプ

・推奨エクステ・・・松風　シルクプロテインアイラッシュ【最高級シートタイプ】

※グルー・エクステは、SPC会員はSPC通商にて各自注文　(SPC会員以外は各自でご購入ください)

※Q&Aに関する内容は、別紙「競技に関するQ&A」を参照

・競技終了時間内に終わらなかった場合

・皮膚につけるなどの危険装着を行った場合

・競技者が不安定な姿勢だった場合

・審査員の指示に従わなかった場合

・他の参加者の邪魔をした場合

8,000 ***
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SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

ウ

ィ

ッ

グ

12
アイラッシュウィッグ

学生
美容専門学校在学生 競技　45分 　詳細は別紙 ・競技終了後にウィッグに触れていた場合 *** 3,000 ***

展

示
13

WORLD

PHOTO

CREATION

アート

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

-

作品テーマ「各自設定」

・ヘアを意識した自由な発想による独創的な作品

・芸術的感性を活かした作品

・自分のテーマを作り、氏名記入用紙に記入すること

・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）

・別紙専用記入用紙に会社名・住所・氏名・電話番号を明記して作品裏面に必ず貼ること

・別紙専用記入用紙の作品テーマ欄にテーマを記入し、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2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ関西事務局へ送付すること

※作品の返却はいたしません

・指定サイズ25.4cm×20.3cm（六つ切り）以外のもの

・提出期限を越えて提出された場合

・専用の作品貼付用紙を貼り付けていない場合

3,000 *** 4,000

4,000

展

示
15

WORLD

PHOTO

CREATION

メンズフリー

スタイル

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

-

作品テーマ「なし」

・男性モデルを使用し、ヘアを意識した独創的またはトレンドを取り入れた自由な作品

・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会社名・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2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ関西事務局へ送付すること

・専用氏名記入用紙と共に説明事項があるので、必ず参照のこと

※作品の返却はいたしません

※独自のテーマの記入は不要です

・指定サイズ25.4cm×20.3cm（六つ切り）以外のもの

・提出期限を越えて提出された場合

・専用の作品貼付用紙を貼り付けていない場合

3,000 *** 4,000

展

示
14

WORLD

PHOTO

CREATION

サロンスタイル

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

-

作品テーマ「トレンドコレクション」

・ヘア、メイク、衣装の統一性とトレンドを意識し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会社名・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2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ関西事務局へ送付すること

※作品の返却はいたしません

※独自のテーマの記入は不要です

・指定サイズ25.4cm×20.3cm（六つ切り）以外のもの

・提出期限を越えて提出された場合

・専用の作品貼付用紙を貼り付けていない場合

3,000 ***
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SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

・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）

・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）

フォト 理美容室勤務者 トレンド ・専用記入用紙に本部名、会社名、住所、電話番号を明記して

キッズ 理美容経験者 コレクション 　作品裏面に必ず貼ること 3,000 *** 4,000

　（専用記入用紙はエントリーの方に郵送します）

・作品は傷まないように厚紙などに挟み

　2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ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

・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

19 デッサン学生 *** 2,000 ***

***

展

示
17

展

示

18 デッサン

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校在校生

-

・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送付すること

・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会社名・学校名・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2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ関西事務局へ送付すること

※作品は後日返却します

・イラストレーションボードのA3（42.0cm×29.7cm）サイズ以外で製作

した場合

・指定のボード以外を使用して製作した場合

・提出期限を越えて提出された場合

・専用の作品貼付用紙を貼り付けていない場合

5,000 *** 6,000

展

示
16

WORLD

PHOTO

CREATION

学生

理美容専門学校在校生

（理美容室在籍者不可）

関西大会に限り

デュアル生 可

2019.7.2追記

-

作品テーマ「なし」

・ヘアを意識した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

・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学校名・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2019/8/25（日）消印有効でＳＰＣ関西事務局へ送付すること

・専用氏名記入用紙と共に説明事項があるので、必ず参照のこと

※作品の返却はいたしません

※独自のテーマの記入は不要です

・指定サイズ25.4cm×20.3cm（六つ切り）以外のもの

・提出期限を越えて提出された場合

・専用の作品貼付用紙を貼り付けていない場合

*** 2,000
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SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

・ 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。

理美容室勤務者 2019ふんわり 　また、ラインストーン、ラメ、ホロは使用可とする。

ネイル 理美容経験者 大人可愛い ・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。 5,000 2,000 6,000

理美容専門学校在校生 デザイン 　（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

※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2019/9/9（月）に

　持参する事

　（作品は後日返却します）

・専用氏名記入用紙あり（氏名記入用紙はエントリーの方に発送します）

※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

21

ヘアカラーデザイン

レディース

（旧）カラーデザイン 6,000 3,000 7,000

22

ヘアカラーデザイン

メンズ

（旧）カラーデザイン 6,000 3,000 7,000

展

示
20

展

示

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校在校生

-

作品テーマ「2020春夏コレクション」
・'20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みと、商品としてのサロンスタイルを融合化した作品

・完全事前仕込みの上、当日作品を持参し展示する

・ヘアカラーのデザイン重視の審査

・首回りの装飾禁止（減点）

・メイク・アクセサリーは自由（エクステ・ヘアアクセサリーは不可）

・ウィッグ指定あり

・レディースウィッグ指定・・・リビック　レディースカットウィッグ No.337S

　　　　　　　　　　　　　　　レジーナ　レディースカットウィッグ No.337S

　　　　　　　　　　　　　　　リビック　Dollwig ～cute～

　　　　　　　　　　　　　　　リビック　耳付きウィッグIE-33

　　　　　　　　　　　　　　　ドーワインターナショナル　Anna100%人毛 カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　　　　きくや美粧堂　ワンダーヘアー  グランドチャンプ(メイク有)

                                         　　  リビック　ワンダーヘアー  グランドチャンプ(メイク有)

                           　　　　　      ウエルストン　SPILO（スピロ）102カットウィッグ

　　　　　　　　　　　　　　　 ※「ブラック」「ライトブラウン」どちらでも可

　　　　　　　　　　　　　　　アソポリ　APB-01 カットウィッグ（レジーナOEM）

・メンズウィッグ指定・・・リビック  メンズウイッグ0105B

　　　　　　　　　　　　　リビック　メンズフリースタイル　MF-006

　　　　　　　　　　　　　ドーワインターナショナル　Gael ガエル メンズウィッグ

※ウィッグは、アソポリ・SPC通商にて各自注文(SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・指定ウィッグ以外のウィッグ使用

・クランプを使用していた場合



2019/7/2

SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

・競技会場にてメイク・セットを40分。 ・競技時間終了後にモデルに触れていた場合

メイク・セット 　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）

浴　衣 理美容室勤務者 40分 　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　合計65分

ヘア＆メイク＆着付 理美容経験者3年以内 準備～着物着付 ・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 6,000 4,000 8,000

関西大会のみ 理美容専門学校在校生 15分 ・競技中の同時施術不可　

帯結び ・控室・競技会場での電源は使用できない（コードレス器具の使用可）

10分 ・モデルは人体としプロ・アマ問わない

・詳細な競技要項及び注意・禁止事項に関しては「詳細要項」を参照

モ

デ

ル

23

パーティヘア

＆

メイク

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）

・電気器具はコードレス器具のみ使用可

・モデルはプロ・アマ問わない

・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 5,000 9,000

モ

デ

ル

24

成人式ヘア

＆

メイク

＆

着付

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

・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

・選手は一人でヘア・メイク・着付を行う

・電気器具はコードレス器具のみ使用可

・モデルはプロ・アマ問わない

・詳細な競技要項及び注意・禁止事項に関しては、「詳細要項」を参照

・競技時間終了後にモデルに触れていた場合 7,000 5,000 9,000

8,000

ボ

デ

ィ

26 黒留袖ボディ

理美容室勤務者

着物・着付・関係者

理美容専門学校在校生

補正・長襦袢着付

15分

留袖着付及び帯結び

20分

・黒留袖の着付（六通袋帯使用）をボディを使用して行う

・帯結びは二重太鼓とする

・ボディは本人が当日会場に持ち込み、持ち帰ること

・推奨ボディあり

・推奨ボディ・・・百日草　とーりセット(ボディと土台)

※ボディは、SPC会員はSPC通商にて各自注文　(SPC会員以外・学生の方は各自でご購入ください)

・詳細な競技要項及び注意・禁止事項に関しては、「詳細要項」を参照

・競技時間終了後にボディに触れていた場合 6,000 4,000 8,000

モ

デ

ル

25
振袖

トレンドアレンジ

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

長襦袢～着付

20分

着物着付・帯結

20分

作品テーマ「2020年トレンド振袖コレクション」

・次世代の和装トレンドをクリエイトする

・若い世代の女子が振袖を着たくなるような振袖コレクションスタイル

・競技会場にてメイク、セットを60分で行う

・控え室にて長襦袢着付までを20分で行う

・競技会場にて着付、仕上げまでを20分で行う

・メイクの選手、ヘアの選手、着付の選手の３名までの参加可

・競技中の同時施術は不可

・まつげエクステや、ヘアウイックなど競技前の仕込み可

・電気器具はコードレス器具のみ使用可

・モデルはプロ、アマ問わない

・詳細な競技要項及び注意・禁止事項に関しては、「詳細要項」を参照

・競技時間終了後にモデルに触れていた場合 6,000 4,000

モ

デ

ル

27
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SPC会員 学生 外部

STYLING COLLECTION 2019 関西大会　競技要項

カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

モ

デ

ル

28

サロンスタイル

メンズ

（旧）メンズカット

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

30分

　

作品テーマ「トレンドコレクション」
トレンドを意識したパーマ、カラーを取り入れ、モデルとの似合わせを中心としたサロンでお客様に提供できる

質の高いヘアスタイルであること。

・必ず全体をカットすること

・メイク・アクセサリーは自由(エクステ・ヘアアクセサリーは不可)

・電気器具使用可(コンセントは１個口、増設不可)

・カットクロスは時間内に外すこと

※規定内容に従わない場合、減点

本年度より大きな変更点がありますので、内容をご確認の上、エントリーしてください。

サロンスタイルメンズ（旧/メンズカット）とサロンスタイルレディース（旧/レディースカット）はより現場の

サロンワークに寄せた「似合わせ」を意識した部門へ、トータルクリエティブ（旧/総合）は、「クリエティブを

追求した」部門へと変更いたしました。

これにより選手の皆様がつくる作品の方向性をより明確にし、審査を行います。

そのため、「サロンスタイルメンズ」と「サロンスタイルレディース」のどちらか、もしくは、両方にエント

リーされた選手は、「トータルクリエティブ」とのダブルエントリーは出来ません。

また、「サロンスタイルメンズ」「サロンスタイルレディース」の両方にエントリーしても、「トータルクリエ

ティブ」に自動エントリーとはなりませんので、ご注意ください。

・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
7,000 *** ***

モ

デ

ル

29

サロンスタイル

レディース

（旧）レディースカット

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

30分

作品テーマ「トレンドコレクション」
トレンドを意識したパーマ、カラーを取り入れ、モデルとの似合わせを中心としたサロンでお客様に提供できる

質の高いヘアスタイルであること。

・必ず全体をカットすること

・メイク・アクセサリーは自由(エクステ・ヘアアクセサリーは不可)

・電気器具使用可(コンセントは１個口、増設不可)

・カットクロスは時間内に外すこと

※規定内容に従わない場合、減点

本年度より大きな変更点がありますので、内容をご確認の上、エントリーしてください。

サロンスタイルメンズ（旧/メンズカット）とサロンスタイルレディース（旧/レディースカット）はより現場の

サロンワークに寄せた「似合わせ」を意識した部門へ、トータルクリエティブ（旧/総合）は、「クリエティブ

を追求した」部門へと変更いたしました。

これにより選手の皆様がつくる作品の方向性をより明確にし、審査を行います。

そのため、「サロンスタイルメンズ」と「サロンスタイルレディース」のどちらか、もしくは、両方にエント

リーされた選手は、「トータルクリエティブ」とのダブルエントリーは出来ません。

また、「サロンスタイルメンズ」「サロンスタイルレディース」の両方にエントリーしても、「トータルクリエ

ティブ」に自動エントリーとはなりませんので、ご注意ください。

・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
7,000 *** ***
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カテゴリ № 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
出場費

・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

モ

デ

ル

30

トータル

クリエイティブ

（旧）総合

理美容室勤務者

理美容経験者

（理美容専門学校在校生不可）

60分

・トレンドを意識したパーマ、カラーを取り入れたコンクール作品として作りこんだ独創的なスタイル

・60分で男女各2名を仕上げる　※それぞれの時間配分は問わない

・必ず全体をカットすること

・メイク・アクセサリーは自由(エクステ・ヘアアクセサリーは不可)

・電気器具使用可(コンセントは１個口、増設不可)

・カットクロスは時間内に外すこと

・競技中モデルは着座にて待機すること

・男女ペアのトータルでの審査を行います

※規定内容に従わない場合、減点

本年度より大きな変更点がありますので、内容をご確認の上、エントリーしてください。

サロンスタイルメンズ（旧/メンズカット）とサロンスタイルレディース（旧/レディースカット）はより現場の

サロンワークに寄せた「似合わせ」を意識した部門へ、トータルクリエティブ（旧/総合）は、「クリエティブを

追求した」部門へと変更いたしました。

これにより選手の皆様がつくる作品の方向性をより明確にし、審査を行います。

そのため、「サロンスタイルメンズ」と「サロンスタイルレディース」のどちらか、もしくは、両方にエント

リーされた選手は、「トータルクリエティブ」とのダブルエントリーは出来ません。

また、「サロンスタイルメンズ」「サロンスタイルレディース」の両方にエントリーしても、「トータルクリエ

ティブ」に自動エントリーとはなりませんので、ご注意ください。

12,000 *** ***

※注意事項

● サロンスタイルメンズ・サロンスタイルレディース・トータルバランスの３部門共に出場する場合は審査基準が違うためモデル４名が必要となる

● 関西大会でサロンスタイルメンズ・サロンスタイルレディース・トータルバランス３部門共上位に入った場合でも

2019.11.12（火）決勝大会（横浜アリーナ）では競技時間が重なるため

「サロンスタイルメンズ」と「サロンスタイルレディース」のどちらか、 もしくは、両方にエントリーされた選手は、「トータルクリエティブ」との

ダブルエントリーは出来ませんので ご了承ください


