
シングルラッシュ 創作アート すっぴんエクステ 似合わせ男⼦ 似合わせ⼥⼦ トータルビューティー
(上半⾝)

応募資格

デザイン キュート クリスマス ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

本数
100本以上

(⽚⽬50本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)
80本以上

(⽚⽬40本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)

⻑さ
8〜12㎜

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)

太さ 0.15㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜

カール J ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

エクステ形状 シングルラッシュのみ
(フラット等不可)

⾃由
(シングル・フラット・ボリュー

ムラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

カラー ブラック ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

メイク・装飾 無し メイク・装飾 ⾃由 ⾃由 ⾃由 ヘアメイクすべて

写真アングル
＊別紙参考

① 左⽬アップ
② 右⽬アップ
③ 両⽬
 (各1枚)

① 左⽬アップ
② 右⽬アップ
④ ウイッグ全体
 (各1枚)

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
         (各1枚)

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
         (各1枚)

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
        (各1枚)

③ 左⽬アップ(閉)
④ 右⽬アップ(閉)
⑥ 真正⾯アフター(開)
⑦ 上半⾝写真(ポージング可)

       (各1枚)

写真提出枚数 1作品につき3枚 1作品につき3枚 1作品につき4枚 1作品につき４枚 1作品につき4枚 1作品につき4枚

参加費 1作品   500円 1作品   500円 1作品  1,000円 1作品  1,000円 1作品  1,000円 1作品  1,000円

ジュニア部⾨ クリエイティブ部⾨

競技要項

部⾨/種⽬

美容免許取得者
（海外エントリーは美容師免許の有無を問わない）

美容専⾨学校⽣
(昼間・通信・研究⽣)



■写真データについて
・1枚につき5MB以内jpgファイル ・800万画素以上推奨 ・アスペクト⽐（ 4:3 )

写真の撮り⽅(ジュニア部⾨)

下記を参考に、写真のご提出をお願い致します。
＊まつ⽑にピントを合わせて撮影をお願い致します

① 左⽬アップ写真 ② 右⽬アップ写真 ③ 両⽬写真  ④ ウイッグ全体写真

写真写真写真 写真



④ 右⽬アップ(閉) 

⑤ 真正⾯ビフォー(開)  ⑥ 真正⾯アフター(開) ⑦ 上半⾝写真(ポージング可)

■写真データについて
・1枚につき5MB以内jpgファイル ・800万画素以上推奨 ・アスペクト⽐①②③④（ 4:3 ) ⑤⑥⑦（ 3:4 )

写真の撮り⽅(クリエイティブ部⾨)

写真 写真

①  両⽬閉眼ビフォー  ② 両⽬閉眼アフター ③  左⽬アップ(閉) 

下記を参考に、写真のご提出をお願い致します。
＊まつ⽑にピントを合わせて撮影をお願い致します



・「シングルラッシュ」 

・「創作アート（クリスマス）」 

② 右⽬アップ写真 ③ 両⽬写真

ジュニア部⾨ ⼀例

① 左⽬アップ写真

写真 写真

写真 写真 写真

① 左⽬アップ写真(閉) ② 右⽬アップ写真(閉)  ④ ウイッグ全体写真



・「すっぴんエクステ」

⑥ 真正⾯アフター(開) 

・「似合わせ男⼦」

⑥ 真正⾯アフター(開) 

写真

①両⽬ビフォー(閉) ② 両⽬アフター(閉)   ⑤ 真正⾯ビフォー(開) 

①両⽬ビフォー(閉) ② 両⽬アフター(閉)   ⑤ 真正⾯ビフォー(開) 

写真 写真

クリエイティブ部⾨ ⼀例

写真

写真

写真

写真

写真



・「似合わせ⼥⼦」

⑥ 真正⾯アフター(開) 

・「トータルビューティー」 

⑦ 上半⾝写真(ポージング可)

①両⽬ビフォー(閉) ② 両⽬アフター(閉)   ⑤ 真正⾯ビフォー(開) 

写真 写真

③ 左⽬アップ(閉) ④ 右⽬アップ(閉) ⑥ 真正⾯アフター(開)

写真
写真 写真

写真

写真 写真



・アプリを使⽤し写真を加⼯した

・規定のアングルで撮影されていない

減点

デザイン ・まつげの魅⼒を最⼤限に引き出しているか ・まつげの魅⼒を最⼤限に引き出しているか

・各種⽬のテーマに沿っているか ・各種⽬のテーマに沿っているか

・独創性があるか

シングルラッシュ 創作アート＋クリエイティブ

・競技規定基準通りの作品写真を投稿できていない

・締⽇を過ぎて作品写真を投稿した

・他⼈の作品を提出した

・他のコンテストに同等作品を使⽤していた、または使⽤した

・規定以外のエクステを使⽤していた

・規定の提出枚数は揃っていない

・施術時のテープを剥がしていない場合

・エクステ・グルーが⽪膚についていないか

・バランスの良い装着ができているか ・バランスの良い装着ができているか

減点・失格事項

失格

・携帯アプリで撮影・加⼯不可（露出のみ調整可）

・エクステの魅⼒を引き出した写真か

・まつ⽑を綺麗に撮影できているか

・エクステにバラつき・絡み等ないか

・地まつ⽑の根元から1.0㎜程度あいているか ・地まつ⽑の根元から1.0㎜程度あいているか

・グルーの量が適正量でダマが無いか ・グルーの量が適正量でダマが無いか

審査基準

写真

・地まつ⽑1本に対してエクステ⽑1本付いているか ・地まつ⽑に負担がかかっていないか

ー

装着 ・エクステにバラつき・絡み等ないか

シングルラッシュ シングルラッシュ以外のエクステ
（ボリュームラッシュ・フラットラッシュ  等）

・規定本数の装着がされているか

・インライン・アウトラインが揃っているか ・インラインが揃っているか

・規定通りのデザインか

・エクステ・グルーが⽪膚についていないか

・3種類以上の⻑さを使⽤されているか・3種類以上の⻑さを使⽤されているか



部⾨ シングルラッシュ 創作アート(クリスマス)

応募資格

デザイン キュート クリスマス

本数
100本以上

(⽚⽬50本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)

⻑さ
8〜12㎜

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)

太さ 0.15㎜ 0.05〜0.2㎜

カール J ⾃由

エクステ形状
シングルラッシュのみ

(フラット等不可)
⾃由

(シングル・フラット・ボリュームラッシュ使⽤可)

カラー ブラック ⾃由

メイク・装飾 無し メイク・装飾

写真アングル
＊別紙参考

① 左⽬アップ
② 右⽬アップ
③ 両⽬
   (各1枚)

① 左⽬アップ
② 右⽬アップ
④ ウイッグ全体
  (各1枚)

写真提出枚数 1作品につき3枚 1作品につき3枚

参加費 1作品   500円 1作品   500円

競技要項
ジュニア部⾨（ウイッグ）

美容専⾨学校⽣
(昼間・通信・研究⽣)



部⾨ すっぴんエクステ 似合わせ男⼦ 似合わせ⼥⼦ トータルビューティー
(上半⾝)

応募資格

デザイン ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

本数
80本以上

(⽚⽬40本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)
120本以上

(⽚⽬60本以上)

⻑さ
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)
⾃由

(3種類以上使⽤)

太さ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜ 0.05〜0.2㎜

カール ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

エクステ形状
⾃由

(シングル・フラット・
ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

⾃由
(シングル・フラット・

ボリュームラッシュ使⽤可)

カラー ⾃由 ⾃由 ⾃由 ⾃由

メイク・装飾 ⾃由 ⾃由 ⾃由 ヘアメイクすべて

写真アングル
＊別紙参考

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
          (各1枚)

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
          (各1枚)

①両⽬ビフォー(閉)
② 両⽬アフター(閉)
⑤ 真正⾯ビフォー(開)
⑥ 真正⾯アフター(開)
           (各1枚)

③ 左⽬アップ(閉)
④ 右⽬アップ(閉)
⑥ 真正⾯アフター(開)
⑦ 上半⾝写真(ポージング可)

          （各1枚）

写真提出枚数 1作品につき4枚 1作品につき４枚 1作品につき4枚 1作品につき4枚

参加費 1作品  1,000円 1作品  1,000円 1作品  1,000円 1作品  1,000円

競技要項
クリエイティブ部⾨（モデル）

美容免許取得者
（海外エントリーは美容師免許の有無を問わない）


