COMPETITION
REGULATIONS
競技規定

Lady's Division Model
レディース部門モデル
Time schedule
10:45

事前審査

受 付
10:45～11：15

11:30

13:00

競 技
11:30～12：10

13:40

14:25

15:05

15:45

作品見学

13:00～13：30

SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

「un・known」

テーマ

競技時間
モデル

【アン・ノウン】それは理屈や常識を超え、
人の心に働きかけるデザイン。
そして、そのデザインを生み出すクリエイターが
内なる【アン・ノウン】に覚醒していくセルフドキュメンタリー。
機能だけでデザインに優劣がつけづらくなっている今、
トーキョービューティーコングレス 2019 は、
共感を拡散させる【アン・ノウン】の登場を待っています。
40 分（カット～スタイリング）
モデルは女性
（国籍・年齢問わず、プロ・アマチュアいずれも可）

事前準備

・「パーマ」「カラー」は自由
・メイクは競技前までに終わらせておくこと
・当日受付時にロッドやカーラーなど何もついていない状態でモデルのビフォア写真撮影を行います
・事前にカットされている場合は、ペナルティーとなり減点します（ネープ・サイド部分刈上げ）
・事前にテーマシートをお配りしますので、必要事項を記入の上、当日お持ち下さい
（記入例は 7 ページをご覧ください）

カットの規定

ビフォアの状態からデザインチェンジされていること

競技開始時の髪の状態

ウェット・ドライのどちらでも可

アシスタント

アシスタント（メイク担当者）は１名までとし、競技中の途中交代及び競技中のアシストは不可

ドライヤー・アイロン等

ドライヤー（1500W 以下）・ストレートアイロン・カールアイロン・バリカン等の使用可
コンセントは１口のみ／二股コンセント使用禁止

スタイリング剤

ガモウグループで取扱いのあるメーカー商品

●禁止事項・消防法に従いスプレー・フォーム（ムース）の使用、持込は一切禁止となります。
※ LPG/DME が含まれているもの
・ヘアアクセサリー、エクステンション、また一過性のカラーは使用禁止となります。
（カラースプレー、カラークレヨン、カラーパウダー、カラーチーク等）
・事前の刈上げ、当日削ぎだけのカットは禁止となります。
●注意事項・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず参加不可となります。
・当日の道具の貸し出しはいたしませんので、必要なものは必ずご持参ください。
尚、会場にはシャンプー設備・鏡・ワゴン等はありません。
・競技エリア外でのコンセントの使用は一切できません。
●モデル使用の部門に参加の方へ
・受賞作品は弊社情報誌「GAMONEWS」
、ホームページ、Facebook ページ
その他の案内物に掲載を予定していますので、エントリー前にモデルご本人、
モデル事務所への確認をお願いします。
・競技時間・審査時間が長いため、モデル用の飲食物、膝掛け等をお持ちいただくことをおすすめします。
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Under-25 Division Model
Under-25 部門モデル
Time schedule
8:45

事前審査

受 付
8:45～9：15

9:45

11:00

競 技
9:45～10：25

13:40

14:25

15:05

15:45

作品見学

11:00～11：30

SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

「un・known」

テーマ

競技時間
モデル

【アン・ノウン】それは理屈や常識を超え、
人の心に働きかけるデザイン。
そして、そのデザインを生み出すクリエイターが
内なる【アン・ノウン】に覚醒していくセルフドキュメンタリー。
機能だけでデザインに優劣がつけづらくなっている今、
トーキョービューティーコングレス 2019 は、
共感を拡散させる【アン・ノウン】の登場を待っています。
40 分（カット～スタイリング）
モデルは女性
（国籍・年齢問わず、プロ・アマチュアいずれも可）

事前準備

・「パーマ」「カラー」は自由
・メイクは競技前までに終わらせておくこと
・当日受付時にロッドやカーラーなど何もついていない状態でモデルのビフォア写真撮影を行います
・事前にカットされている場合は、ペナルティーとなり減点します（ネープ・サイド部分刈上げ）
・事前にテーマシートをお配りしますので、必要事項を記入の上、当日お持ち下さい
（記入例は 7 ページをご覧ください）

カットの規定

ビフォアの状態からデザインチェンジされていること

競技開始時の髪の状態

ウェット・ドライのどちらでも可

アシスタント

アシスタント（メイク担当者）は１名までとし、競技中の途中交代及び競技中のアシストは不可

ドライヤー・アイロン等

ドライヤー（1500W 以下）・ストレートアイロン・カールアイロン・バリカン等の使用可
コンセントは１口のみ／二股コンセント使用禁止

スタイリング剤

ガモウグループで取扱いのあるメーカー商品

●禁止事項・消防法に従いスプレー・フォーム（ムース）の使用、持込は一切禁止となります。
※ LPG/DME が含まれているもの
・ヘアアクセサリー、エクステンション、また一過性のカラーは使用禁止となります。
（カラースプレー、カラークレヨン、カラーパウダー、カラーチーク等）
・事前の刈上げ、当日削ぎだけのカットは禁止となります。
●注意事項・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず参加不可となります。
・当日の道具の貸し出しはいたしませんので、必要なものは必ずご持参ください。
尚、会場にはシャンプー設備・鏡・ワゴン等はありません。
・競技エリア外でのコンセントの使用は一切できません。
・25 歳以下とは、1994 年 4 月 2 日以降に生まれた方。
●モデル使用の部門に参加の方へ
・受賞作品は弊社情報誌「GAMONEWS」
、ホームページ、Facebook ページ
その他の案内物に掲載を予定していますので、エントリー前にモデルご本人、
モデル事務所への確認をお願いします。
・競技時間・審査時間が長いため、モデル用の飲食物、膝掛け等をお持ちいただくことをおすすめします。
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Men's Division Model
メンズ部門モデル
Time schedule
8:45

事前審査

受 付
8:45～9：15

9:45

11:00

競 技
9:45～10：25

13:40

14:25

15:05

15:45

作品見学

11:00～11：30

SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

「un・known」

テーマ

競技時間
モデル

【アン・ノウン】それは理屈や常識を超え、
人の心に働きかけるデザイン。
そして、そのデザインを生み出すクリエイターが
内なる【アン・ノウン】に覚醒していくセルフドキュメンタリー。
機能だけでデザインに優劣がつけづらくなっている今、
トーキョービューティーコングレス 2019 は、
共感を拡散させる【アン・ノウン】の登場を待っています。
40 分（カット～スタイリング）
モデルは男性
（国籍・年齢問わず、プロ・アマチュアいずれも可）

事前準備

・「パーマ」「カラー」は自由
・メイクは競技前までに終わらせておくこと
・当日受付時にロッドやカーラーなど何もついていない状態でモデルのビフォア写真撮影を行います
・事前にカットされている場合は、ペナルティーとなり減点します（ネープ・サイド部分刈上げ）
・事前にテーマシートをお配りしますので、必要事項を記入の上、当日お持ち下さい
（記入例は 7 ページをご覧ください）

カットの規定

ビフォアの状態からデザインチェンジされていること

競技開始時の髪の状態

ウェット・ドライのどちらでも可

アシスタント

アシスタント（メイク担当者）は１名までとし、競技中の途中交代及び競技中のアシストは不可

ドライヤー・アイロン等

ドライヤー（1500W 以下）・ストレートアイロン・カールアイロン・バリカン等の使用可
コンセントは１口のみ／二股コンセント使用禁止

スタイリング剤

ガモウグループで取扱いのあるメーカー商品

●禁止事項・消防法に従いスプレー・フォーム（ムース）の使用、持込は一切禁止となります。
※ LPG/DME が含まれているもの
・ヘアアクセサリー、エクステンション、また一過性のカラーは使用禁止となります。
（カラースプレー、カラークレヨン、カラーパウダー、カラーチーク等）
・事前の刈上げ、当日削ぎだけのカットは禁止となります。
●注意事項・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず参加不可となります。
・当日の道具の貸し出しはいたしませんので、必要なものは必ずご持参ください。
尚、会場にはシャンプー設備・鏡・ワゴン等はありません。
・競技エリア外でのコンセントの使用は一切できません。
●モデル使用の部門に参加の方へ
・受賞作品は弊社情報誌「GAMONEWS」
、ホームページ、Facebook ページ
その他の案内物に掲載を予定していますので、エントリー前にモデルご本人、
モデル事務所への確認をお願いします。
・競技時間・審査時間が長いため、モデル用の飲食物、膝掛け等をお持ちいただくことをおすすめします。
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Lady's Division Wig
レディース部門ウィッグ
Time schedule
8:45

事前審査

受 付
8:45～9：15

9:45

11:00
13:00

競 技
9:45～10：25

13:40

14:25

15:05

15:45

ウィッグ
返却
17:00～

作品見学
11:00～12：00
13:00～13：30

SOUTH 1・2

17:00

SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

「un・known」

【アン・ノウン】それは理屈や常識を超え、
人の心に働きかけるデザイン。
そして、そのデザインを生み出すクリエイターが
内なる【アン・ノウン】に覚醒していくセルフドキュメンタリー。
機能だけでデザインに優劣がつけづらくなっている今、
トーキョービューティーコングレス 2019 は、
共感を拡散させる【アン・ノウン】の登場を待っています。

テーマ

競技時間

40 分（カット～スタイリング）

ウィッグ

指定ウィッグ（レジーナ /EX-7/ メイクなし）を事前にお渡しいたします

クランプ

三脚クランプはガモウが準備します

事前準備

・「パーマ」「カラー」は、自由
・事前カットは減点します（前髪カット含む）
・当日ウイッグの長さを事前チェックします
・規定内容に属さない場合は、ペナルティーとし減点します
・ウィッグへのメイク・装飾等は自由ですが、当日ウィッグに貼るネックシールのエントリー番号が
装飾によって確認できない場合は減点対象といたします

カットの規定

ビフォアの状態からデザインチェンジされていること

競技開始時の髪の状態

ウェット・ドライのどちらでも可

アシスタント

なし

ドライヤー・アイロン等

ドライヤー（1500W 以下）・ストレートアイロン・カールアイロン・バリカン等の使用可
コンセントは１口のみ／二股コンセント使用禁止

スタイリング剤

ガモウグループで取扱いのあるメーカー商品

●禁止事項・消防法に従いスプレー・フォーム（ムース）の使用、持込は一切禁止となります。
※ LPG/DME が含まれているもの
・ヘアアクセサリー、エクステンション、また一過性のカラーは使用禁止となります。
（カラースプレー、カラークレヨン、カラーパウダー、カラーチーク等）
・事前カットは減点対象といたします。（前髪カット含む）
●注意事項・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず参加不可となります。
・当日の道具の貸し出しはいたしませんので、必要なものは必ずご持参ください。
尚、会場にはシャンプー設備・鏡・ワゴン等はありません。
・競技エリア外でのコンセントの使用は一切できません。
・いかなる理由においても、規定時刻（17:00）前のウィッグの返却はできません。

※作品見学の時間が変更となりました。
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Under-25 Division Wig
Under-25 部門ウィッグ
Time schedule
10:45

事前審査

受 付
10:45～11：15

11:30

13:00

競 技
11:30～12：10

13:40

14:25

15:05

15:45

作品見学

13:00～13：30

SOUTH 1・2

17:00

ウィッグ
返却
17:00～
SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

「un・known」

【アン・ノウン】それは理屈や常識を超え、
人の心に働きかけるデザイン。
そして、そのデザインを生み出すクリエイターが
内なる【アン・ノウン】に覚醒していくセルフドキュメンタリー。
機能だけでデザインに優劣がつけづらくなっている今、
トーキョービューティーコングレス 2019 は、
共感を拡散させる【アン・ノウン】の登場を待っています。

テーマ

競技時間

40 分（カット～スタイリング）

ウィッグ

指定ウィッグ（レジーナ /EX-7/ メイクなし）を事前にお渡しいたします

クランプ

三脚クランプはガモウが準備します

事前準備

・「パーマ」「カラー」は、自由
・事前カットは減点します（前髪カット含む）
・当日ウイッグの長さを事前チェックします
・規定内容に属さない場合は、ペナルティーとし減点します
・ウィッグへのメイク・装飾等は自由ですが、当日ウィッグに貼るネックシールのエントリー番号が
装飾によって確認できない場合は減点対象といたします

カットの規定

ビフォアの状態からデザインチェンジされていること

競技開始時の髪の状態

ウェット・ドライのどちらでも可

アシスタント

なし

ドライヤー・アイロン等

ドライヤー（1500W 以下）・ストレートアイロン・カールアイロン・バリカン等の使用可
コンセントは１口のみ／二股コンセント使用禁止

スタイリング剤

ガモウグループで取扱いのあるメーカー商品

●禁止事項・消防法に従いスプレー・フォーム（ムース）の使用、持込は一切禁止となります。
※ LPG/DME が含まれているもの
・ヘアアクセサリー、エクステンション、また一過性のカラーは使用禁止となります。
（カラースプレー、カラークレヨン、カラーパウダー、カラーチーク等）
・事前のカットは減点対象といたします。
（前髪カット含む）
●注意事項・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず参加不可となります。
・当日の道具の貸し出しはいたしませんので、必要なものは必ずご持参ください。
尚、会場にはシャンプー設備・鏡・ワゴン等はありません。
・競技エリア外でのコンセントの使用は一切できません。
・いかなる理由においても、規定時刻（17:00）前のウィッグの返却はできません。
・25 歳以下とは、1994 年 4 月 2 日以降に生まれた方。
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競技テーマシートに関して

競技テーマシートに関して
TOKYO BEAUTY CONGRESS 2019
TOKYOBEAUTYCONGRESS2019【モデル部門】
【ウィッグ部門】の競技者の方々には、
テーマシートをご記入いただきます。
下記、テーマシートをご記入の上、当日必ずご持参ください。

web
テーマシートのお渡し方法に関しては、webサイトからのダウンロードまたは担当セールスよりお受け取りください。

【モデル部門】

【ウィッグ部門】

TOKYO BEAUTY CONGRESS 2019
Lady ’s Division Model _THEME SEET

TOKYO BEAUTY CONGRESS 2019
Lady ’s Division Wig _THEME SEET

ENTRY NO.

THEME

THEME

IMAGE

IMAGE

ENTRY NO.

e
l
p
m

*********************************
*********************************
*********************************

sa

RECIPE

*********************************
*********************************
*********************************

BEFORE
(

)

NO

NO

BEFORE

●注意事項
【モデル部門】
・ 過去作品写真、 テーマ、 作品イメージ、 エントリー NO を事前に記入の上、 当日必ずご持参ください。

●注意事項
・ 作品イメージの欄にはデッサン、 雑誌の切り抜き、 展開図、 薬剤レシピ等ご自由にご記入ください。
※展開図
・ 薬剤レシピの記入は、 必須ではありません。
【モデル部門】

・過去作品写真、テーマ、作品イメージ、エントリー
NOを事前に記入の上、当日必ずご持参ください。
・ BEFORE
写真は当日撮影いたします。
・作品イメージの欄にはデッサン、雑誌の切り抜き、展開図、薬剤レシピ等ご自由にご記入ください。

【ウィッグ部門】
※展開図・薬剤レシピの記入は、必須ではありません。

・ 作品イメージの欄にはデッサン、
雑誌の切り抜き等ご自由にご記入ください。
・BEFORE写真は当日撮影いたします。
・ テーマ、 作品イメージ、 エントリー NO を事前に記入の上、 当日必ずご持参ください。

・【ウィッグ部門】
カラーレシピを必ずご記入ください。 展開図は任意記入です。
・作品イメージの欄にはデッサン、雑誌の切り抜き等ご自由にご記入ください。

・テーマ、作品イメージ、エントリー NOを事前に記入の上、当日必ずご持参ください。
・カラーレシピを必ずご記入ください。展開図は任意記入です。
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Winding Division Salon
ワインディング部門サロン
Time schedule
8:45

事前審査

受

9:45

付

8:45～9：15

競

11:50

技

13:40

14:25

15:05

作品見学

9:45～10：10

11:50～13：30

SOUTH 1・2

15:45

17:00

ウィッグ
返却
17:00～
SOUTH 1・2

THA授賞式
13:40～14：15

エリアサーキット
表彰式
14:25～14：55

※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

I/O put

15:05～15：35

TOKYO BEAUTY
CONGRESS 表彰式
15:45～17：00

SOUTH 3

テーマ

美しいワインドからキレイなパーマワークへの挑戦

ウィッグ

トップ 13cm/サイド 7cm/ネープ 5cm 以上にカットされたもの
※ウィッグの指定はありませんがカットウィッグは使用不可

クランプ

卓上クランプを持参して下さい

使用ロッド

ニューエバーロッド

ロッド本数

66 本（ハーフロッドの使用は一部可） ＜参照＞表 A、※ 1 ～※ 4

F・Y 型

指定あり（ショート・ロングペーパー共）
■繰り返し使用ペーパー／ニューエバーブルーペーパー
■使い捨てペーパー／ペーパーハウスに入ったもの
【注意】
全てのペーパーに於いて加工（切断や着色）の疑いがあるものを使用した場合は失格となります
指定ペーパーであれば、使い慣れたものをご使用いただいて結構です

ペーパー

輪ゴム

14 号もしくは 12 号の輪ゴムを使用（色自由）※表 A 参照

ブロッキング

10 ブロック（図 1 参照）必須

ワインディング

オールパーパス（ロッドの配列・号数は表 A および図１参照）

競技時間

25 分 ブロッキング（必須）
・ワインディングの両競技時間
※改めてワインディング競技のスタートをいたしませんので、ブロッキングが早く終わった
方より各自、ワインディング競技に入っていただきます

マジックピン・
スティックピンの使用

不可

●審査ポイント
① 25 分以内に規定のブロッキングと 66 本のロッドが巻かれていること。
②ロッドの太さ・本数・配列は規定通りであること。
③毛先は正しく巻き収まっていること。
④輪ゴムは、（表 A）の規定に合わせて使用していること。
⑤輪ゴムは、ロッドの側面より見て対角上で、正面より見て左右同位置に根元の毛束を
傷つけない位置に掛けられていること。（頭皮に平行）※〔図 2〕参照
⑥全てのロッドがオンベースに巻き収まっていること。
⑦全てのロッドがバランス良く配列していること。
⑧地肌が見えないこと。
⑨スライスが正しく取れていること。
⑩不正なく競技されたか。
●注意事項
・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、出場できません。
・当日の道具の貸し出しはいたしません。
・水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ、ご用意することをお奨めします。
・水 スプレイヤー内にトリートメント・コンディショナー等の混入が認められた場合、
減点対象とさせていただきます。
・いかなる理由においても、規定時刻（17:00）前のウィッグの返却はできません。

（表 A）サロン部門・ロッド、輪ゴム規定
ロッド
ピンク
ベージュ
ブルー
グリーン
バイオレット

Ｙ型
5号
6 号Ａ
6号
7号
8号

Ｆ型
12 ｍｍ
11 ｍｍ
10 ｍｍ
9 ｍｍ
8 ｍｍ

センター
13 本
3本
3本
3 本※ 3
2 本※ 4

バックサイド フロントサイド
2本
2 本※ 1
3本
3本
3本
3 本※ 2
3 本※ 3
2 本※ 4

※ 1バックサイドの１本目のピンクはハーフロッドを使用。
※ 2フロントサイドのブルーはハーフロッド使用可。
※ 3センター及びバックサイドのグリーンはハーフロッド使用可。
※ 4センター及びバックサイドのバイオレットはハーフロッド使用。
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輪ゴム
14 号
or
12 号

※作品見学の時間が変更となりました。

ision

37th WINDING CONTEST / SCHOOL division
第37回 ワインディング コンテスト／スクール部門（東展示棟/東7ホール）
◎応募締切：2017年8月19日（土）ガモウ企画部必着。 ★エントリー方法はP3をご参照ください。

Windingスクール部門／正確さと美しさへの挑戦
Division School

●エントリー料 4,320円（税込）〔4,000円（税別）〕
●参加資格 理美容専門学校在学生（1学校15名まで） ※ガモウグループと未取引でもエントリー可能
●定員 150名
●表彰
グランプリ
１名
トロフィー＋賞金 7 万円

ワインディング部門スクール
Time schedule
10:45

事前審査

受 付
10:45～11：15

11:30

準グランプリ

１名

トロフィー＋賞金 5 万円

入

5名

トロフィー＋賞金 1 万円

賞

12:50

●審査ポイント
競 技

13:40

14:25

15:05

作品見学

15:45

● 注意事項

17:00

ウィッグ
返却
17:00～

・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
①20分の時間内に規定の本数
（50本以上55本以内）が巻かれていること。
12:50～13：30
11:30～11：50
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、
出場できません。
SOUTH
1・2
②ロッドの太さ・本数・配列は規定通りであること。
・当日の道具の貸し出しはいたしません。
③毛先は正しく巻き収まっていること。
・水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ 、
SOUTH 1・2
TOKYO BEAUTY
エリアサーキット
ご用意することをお奨めします。
④輪ゴムは根元の毛束を傷づけない位置に掛けられていること。
I/O
put
THA授賞式
・水スプレイヤー内にトリートメント
・コンディショナー等の
CONGRESS
表彰式
表彰式
ウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
⑤全てのロッドがバランスよく配列していること。
混入が認められた場合、減点対象とさせていただきます。
13:40～14：15 14:25～14：55 15:05～15：35
かんに関わらず、出場できません。
15:45～17：00
⑥スライスが正しく取られていること。
・いかなる理由においても、
規定時刻前のウィッグの返却は
たしません。
できません。
⑦不正なく競技されていること。
ットボトルに入れ 、
ます。
SOUTH 3
※競技時間以降のスケジュールは変更になる場合がございます。

メント・コンディショナー等の
点対象とさせていただきます。
定時刻前のウィッグの返却は

方

●スクール部門競技規定

テーマ
ウィッグ
クランプ
使用ロッド
ロッド本数

④

④
左②

左⑦

右③

右⑨

左⑧
右⑩ ⑥

近い位置

⑤

ペーパー

⑦

⑨

⑤

⑧

輪ゴム
⑩

⑥

ブロッキング
ワインディング

ウィッグ
使用ロッド
ロッド本数
ペーパー
輪ゴム

美容師実技試験実技課題において使用するウィッグ
正確さと美しさへの挑戦
※カットウィッグ不可

〔図 1〕

美容師実技試験実技課題において使用するウィッグ
ニューエバー F型
※カットウィッグ不可 50本以上55本以内
F-13またはF-13S以下、F-10Sまでの異なるロッドを使用

卓上クランプを持参して下さい
ニューエバー F 型

＜参照＞図1参考例

サイズは自由。但し、白色を使用
大きさ・色は自由

ブロッキング50 本以上 55 本以内
ノンブロック競技可
F-13 または F-13S 以下、F-10S
までの異なるロッドを
デザイン巻き
ワインディング
使用 ＜参照＞図 1 参考例
競技時間

20分。
ブロッキングの有無は競技者の自由です。

ブロッキングをされる方は20分の競技時間内で行ってください。
サイズは自由但し、但し、白色を使用

マジックピン・
スティックピンの使用

大きさ・色は自由

不可

第36回 ワインディングコンテスト／サロン部門
・スクール部門作品紹介
ノンブロック競技可

◉GAMOのホームページ上で受賞作品の拡大画像をご覧いただけます。http://www.gamo.co.jp/tokyo-tokyo-beauty-congress

デザイン巻き

競技時間

20 分 ブロッキングの有無は競技者の自由
但し、ブロッキングをされる方は 20 分の競技時間内で
行ってください

マジックピン・
スティックピンの使用

不可

●審査ポイント
① 20 分の時間内に規定の本数（50 本以上 55 本以内）が巻かれていること。
②ロッドの太さ・本数・配列が規定通りであること。
2016年
ゴム掛けの後、
手を離した状態
③毛先は正しく巻き収まっていること。サロン部門グランプリ
天満 桃佳
④輪ゴムは根元の毛束を傷つけない位置に掛けられていること。
（KENJE FACE。大船店）
⑤全てのロッドがバランスよく配列していること。
⑥スライスが正しく取られていること。
⑦不正なく競技されていること。

2016年
スクール部門グランプリ
松本 光樹
（ハリウッドビューティ専門学校）

TOKYO BEAUTY CONGRESS 2017 ENTRY GUIDE

●注意事項

・競技中に音が出るストップウォッチ及びタイマーは使用禁止です。
・遅刻した場合は、理由のいかんに関わらず、出場できません。
・当日の道具の貸し出しはいたしません。

・水スプレイヤー用の水を、ペットボトルに入れ、ご用意することを推奨します。

・水スプレイヤー内にトリートメント・コンディショナー等の混入が認められた場合、減点対象とさせていただきます。
・いかなる理由においても、規定時刻（17:00）前のウィッグの返却はできません。

※作品見学の時間が変更となりました。
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※全競技共通注意事項 手元を照らすための照明器具を使用される場合は、電源を使わないタイプの物をご自分で用意してください。（電源の用意はございません。）
1. モードメークアップ（フリー）仕込 9:50 〜 12:35 事前審査 12:35 〜 12:45 競技 12:45 〜 14:15 審査 14:15 〜 14:45

テーマ：「Disco Lover」テーマキーワード「Disco Lover」に触発された 2019 今のクリエイティブな作品を造り上げて下さい。
競技規定（競技時間 90 分）（技術者 1 人 + モデル 1 人 or 技術者自分自身がモデル 合計２名まで）※電源の用意はございません

Make-up

YUMI CUP

YUMI CUP 木下ユミ杯 競技規定

○競技時間に入る前にメークアップ以外すべての技術（ヘア・ネイル・コスチューム等）
は終了させておくこと。ただし、
ヘア手直しは可。
○競技はベースメークアップよりスタートする。プレメークアップは可（ファンデーション塗布前の化粧水等まで可）
。
○ネイルは仕上げたチップ持ち込み可。競技時間内の手直し、3D パーツの装着は可。完成時の 3D サイズは 2cm 未満。
○ウィッグ・ヘアエクステンション・帽子・ヘッドドレス等の使用は可。
○コスチュームはテーマをイメージし、スタイリッシュなデザインに仕上げてください。モデル用フィッテングルームがあります。
○コスチュームは事前に終了（ステージでのウォーキングがあるため、必ず歩行可能な状態に仕上げること、
アクセサリー等は競技時間中に付けても良い）。裸足は不可。
○テーブルなし（モデルのイスのみの用意となります）。鏡を使用する方は各自ご用意ください。
○メークアップ & ネイル用品・用具はトレー等を用意してまとめておくこと。

審査ポイント
●メークアップの基本技術
●トータルビューティー力
●モデルとメークアップのイメージのマッチング
●ヘア・ネイル・コスチュームとのバランス
●テーマに合わせたデザイン力・オリジナリティー
●カラーハーモニー

2. ネイルケア（プロ）事前審査 9:50 〜 10:00 競技 10:00 〜 11:01 審査 11:01 〜 11:31
6. ネイルケア（スチューデント）事前審査 9:50 〜 10:00 競技 10:00 〜 11:01 審査 11:01 〜 11:31
競技規定（競技時間）プロ部門 61 分（前半：ケア 30 分、インターバル 1 分、後半：カラーリング 30 分 ）
スチューデント部門 61 分（前半：ケア 30 分、インターバル 1 分、後半：カラーリング 30 分 ）※電源の用意はございません
○ナチュラルネイルがベース。リペア・イクステンション可。（本数制限なし）ナチュラルネイルと同等の仕上がりであること。バーチャルは減点。
○クリーンナップなどの手入れは 1 週間前までとする。プロは両手にポリッシュを塗らない状態でスタート。
スチューデントは『真赤』のポリッシュを塗布した状態からスタート。競技は手指消毒から始める。
○カットスタイルは、モデルに合ったラウンド。バッファは使用可（シャインバッファ＜仕上げ用＞使用可）
。
○仕上げはベースコートからトップコートまでとする。 ○リッジフィラーは使用可。
○ネイルポリッシュ：プロはナチュラルフレンチルック。（ネイルベッドにナチュラルスキンカラー。フリーエッジにホワイト。
ネイルプレートが透けて見えないこと。ベージュ、ピンクに準ずるナチュラルスキンカラー。乳白色レベルの半透明は可）
。
スチューデントは『真赤（パールメタリックは不可）』を 2 度塗り。
○前半ケアの時間に、後半カラーリングを行った場合は減点。 ○インターバル中にモデルの爪、手指に触れた場合は減点。
○裏面もペイントする（エッジのみも可）。 ○お湯・お水は主催者側では用意しておりません。各自ご用意ください。
○シャーミーバッファ（革製）
、オイル（速乾性スプレー等）
、フレンチのガイドテープ、マシーン、パールラメ入りのポリッシュは使用禁止。

審査ポイント
●モデルに合った、
美しい爪のカットスタイル（ラウンド）
●正しい手入れのプロセスとその状態
●美しく持ちの良いポリッシュの
塗布方法とその仕上がり

3. スカルプチュア（プロ）事前審査 12:35 〜 12:45 競技 12:45 〜 14:45 審査 14:45 〜 15:15
7. スカルプチュア（スチューデント・モデルハンド）事前審査 12:35 〜 12:45 競技 12:45 〜 14:15 審査 14:15 〜 14:45

Nail

競技規定（競技時間 プロ部門 120 分 / スチューデント部門 90 分：中間審査はありません）※電源の用意はございません
○プロはモデルの両手（10 本）にフレンチスタイルのスカルプチュアを装着。
スチューデントはモデルハンドの片手 5本（左右の指定はなし）にナチュラルスタイルのスカルプチュアを装着（カラーリングなし）
。
○イクステンション（バーチャル含む）、リペア、カラーリング、装飾が一切されていないこと。
○手指消毒から始めること。事前のプレパレーション不可。 ○スタイリングはスクエア。
○フリーエッジ（爪先）の仕上がりはネイルベッドの長さを考慮して、バランスの良い仕上がりにすること。
○使用する材料は化学重合のみ。
○モデルハンドに加工は加えないこと。
○モデルハンドにチップは事前に装備しておくこと。
○パウダー：プロはホワイト、ピンククリア、クリアを使用。スチューデントはフリーエッジをナチュラル、
ネイルベッドはピンククリア、
クリア、ナチュラルいずれも使用可。
○ C カーブ用スティックは使用可。 ○バッファ使用可（シャインバッファ〈仕上げ用〉使用可）
。
○シャーミーバッファ（革製）、オイル・クリーム・ローション類、マシーン、リッジフィラー、ベースコート、
ポリッシュ、トップコート、グルー、文具類（定規、セロハンテープ、ホッチキス等）は使用禁止。
○バーチャル禁止。
○モデルハンドを固定するアーム等の使用可。

審査ポイント
●イクステンションの基本造形
・スマイルライン
・ハイポイント
・C カーブ
・長さ
・厚みの均一
・カットスタイル
・自然で美しいフォルム
・スムースな装着状態

4. ジェルアート サロンスタイル（フリー）事前審査 12:35 〜 12:45 競技 12:45 〜 13:45 審査 13:45 〜 14:15

テーマ：「Disco Lover」テーマキーワード「Disco Lover」に触発された 2019 今のクリエイティブな作品を造り上げて下さい。
競技規定（競技時間 60 分 ）
○ジェルランプの電源は、1 人 1 つとします。二股使いは禁止です。 ○使用する材料は光重合のジェルのみ。
（UV、LED 可）
○アートのベースとなるネイルは、ナチュラルネイル、イクステンション可。
○事前にキューティクルクリーン、カットスタイルを仕上げておくこと。 ○競技は手指消毒・サンディングからスタートすること。
○モデルの右手５本にジェルのみを使用したアートを作成します。 ○モデルの左手 5 本は仕上がった状態でご参加ください。
○ブラシワークをメインアートとし、3D 不可。 ○ラメ、ホログラム、ストーン、スタッズ類は使用可。
○カットスタイルはフリー。 ○フリーエッジの長さは、サロンワークを考慮し、ネイルベッドの倍以上にしないこと。
○オイル、クリーム、ローション類、マシ－ン、ポリッシュ類、アクリル絵の具は使用禁止。 ○図案等の参考資料の持ち込み禁止。

審査ポイント
●ジェルの特性を活かしたデザイン、創造性
●テーマに合わせたデザイン力・オリジナリティー
●技術力
●色彩バランス

（3D ストーン＆パーツネイルアート）事前審査 9:50〜10:00 競技 10:00 〜11:00 審査 11:00 〜11:30
5.3Dネイルアート
「Disco Lover」テーマキーワード「Disco Lover」に触発された 2019 今のクリエイティブな作品を造り上げて下さい。
競技規定（競技時間 60 分 ）
○チップ 5 枚 1 セットをすべてジグに装備した状態からスタート。ジグ上で審査。
○ジェルランプの電源は 1 人 1 つとします。（2 股使いは禁止です）
○チップにはベースカラー等は施していない状態でのスタート。
○アートのベースは、ポリッシュ、ジェル、アクリル等ネイル商材とします。
○ストーンとシール、パーツを使ったアートを仕上げて下さい。ストーン＆パーツの装着にはネイル商材を使用の事。
○当日、協賛パーツとシールが自由に選べます。（競技終了まで可）ご持参の物と組み合わせ OK ！
○チップの長さは 3 センチまでとする。

8. ネイルアートフォトコン（フリー）／テーマ：フリー

審査ポイント
●美しさ
●デザイン性
●創造性と独創性
●色彩センス

自由にクリエイティブしてください。

注意事項（一次審査を通過した作品を展示審査します。
）
○ご自分のネイルまたはお友達のネイルでも OK。片手、両手、指数自由。アートの種類はなんでも OK。付け爪・自爪ももちろん OK。
ネイルアートした手を写真に撮ります。背景は自由。写真は縦のアングルでカラーに限定。
○当日会場に来られる方は、受付で出席確認を行います。会場に来られない場合でも、入賞者には事務局からご連絡します。
入賞者は、
『木下ユミ・メークアップ & ネイル アトリエ』のホームページでも発表しますのでご確認ください。 URL http://www.yumi.co.jp
○写真の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 ○エントリー締切は 7 月 31 日（水）まで。8 月 9 日（金）必着。

審査ポイント
●アートのデザイン性
●オリジナリティー
●技術力
●色彩バランス

9. メークアップフォトコン＜メークセルフィーコンペ＞（フリー）／テーマ：フリー

Art tip & Art photo

注意事項（一次審査を通過した作品を展示審査します。
）
○ご自分自身がメークアップした作品画像、またはお友達にメークアップした作品画像でも OK。ただし、顔全体が映っているもの。
○写真は縦のアングルでカラーに限定。メークアップアプリ加工の使用不可。
○当日会場に来られる方は、受付で出席確認を行います。会場に来られない場合でも、入賞者には事務局からご連絡します。
入賞者は、
『木下ユミ・メークアップ & ネイル アトリエ』のホームページでも発表しますのでご確認ください。 URL http://www.yumi.co.jp
○写真の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 ○エントリー締切は 7 月 31 日（水）まで。8 月 23 日（金）必着。

●アートのデザイン性
●オリジナリティー
●技術力
●色彩バランス

10.アートチップ（プロ・その他）+ 11. アートチップ（スチューデント）+ 12〜17. ブランド・アートチップ／テーマ：フリー
競技規定（一次審査を通過した作品を展示審査します。
）
○コンテストの申し込み後、クリア BOX（縦 10cm × 横 14cm × 厚み（高さ）2.8cm）が郵送されますので、この中に入るサイズ
のデザインとしてください。
○エントリー締切は 7 月 31 日（水）まで。8 月 23 日（金）必着で事務局まで返送してください。
○チップの数は 5 本 or10 本どちらでも可。アートの技術の種類は問いません。
○作品が見えやすいようにクリア BOX 内に台紙をご用意ください。台紙は両面テープでクリア BOX に固定してください。
○クリア BOX のフタはセロハンテープ止め（グルー禁止）とし、開閉可能な状態にしてください。
○ 12 〜 17. ブランド・アートチップ部門は、使用マテリアルは指定ブランド製品を使用してください。
○当日会場に来られる方は、受付で出席確認を行います。会場に来られない場合でも、入賞者には事務局からご連絡します。
○アートチップの作品は基本的には返却できません。返却希望の方は作品出品時に返却希望をお申し出ください。（送料ご負担となり
ます）返却は 10 月 17 日（木）までに、宅急便で着払いとなります。
※ 12 〜 17. ブランド・アートチップ部門は返却できません。また、その他入賞作品もご返却できませんので、あらかじめご了承ください。
○返却希望は事前に申し出された方に限りますのでご注意ください。コンテスト終了後のお申し出は受け付けられませんのでご了承ください。
※ 8 〜 17 は当日会場でエントリー No. を発表します。（エントリーカードはお送りしません）

※エントリーは WEB から！！
※エントリーされた作品は、ホームページ・パンフレット等に掲載される場合があります。作品版権は TBC YUMI CUP に帰属いたします。
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審査ポイント

TOKYO BEAUTY CONGRESS ENTRY GUIDE

10

TOKYO BEAUTY CONGRESS Time Schedule
8:00

Wig

開場&受付
8:45-9:15

事前審査

競 技
9:45-10:25

Model

開場&受付
8:45-9:15

事前審査

競 技
9:45-10:25

Under-25

SOUTH・
1 2

Model

開場&受付
8:45-9:15

事前審査

競 技
9:45-10:25

Salon

開場&受付
8:45-9:15

事前審査

Men's

競 技
9:45-10:10

Winding

競 技
11:30-11:50

作品見学
12:50-13:30

作品見学
11:00-12:00

競 技
9:45-10:25

作品見学
13:00-13:30

表彰式
14:25-14:55

授賞式
13：40-14：15

I/O put
15:05-15:35

TOKYO BEAUTY

TOKYO BEAUTY CONGRESS
表彰式
15:45-17:00

②ネイルケア

プロ

③スカルプチュア

プロ

④ジェルアート

開場&受付
8:45
事前審査
9:50-10:00

競 技
12:45-14:45
審 査
14:45-15:15

事前審査
12:35-12:45

ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ

競 技
12:45-13:45

開場&受付
12:05

フリー

事前審査
12:35-12:45
開場&受付
8:45
事前審査
9:50-10:00
開場&受付
8:45
事前審査
9:50-10:00

競 技
10:00-11:00

審 査
11:00-11:30

競 技
10:00-11:01

審 査
11:01-11:31
開場&受付
12:05

ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ

審 査
13:45-14:15

： 00
16

モデルハンド

審 査
11:01-11:31

： 15
～
15

⑦スカルプチュア

審 査
14:15-14:45

開場&受付
12:05

⑤3Dネイルアート フリー

⑥ネイルケア

競 技
10:00-11:01

事前審査
12:35-12:45

開
!! 催

サロンスタイル

競 技
12:45-14:15

仕 込
9:50-12:35

コンテスト大反省会

YUMI CUP
SOUTH・
1 2

CONGRESS 表彰式
開場&受付
8:45

19:00

作品見学
13:00-13:30

13:20-

SOUTH 3

競 技
11:30-12:10

I /O put

フリー

18:00

作品見学
13:00-13:30

TOKYO HAIR
DRESSING AWARDS
授賞式

①モードメイク

17:00

作品見学
13:00-13:30

ＯＰＥＮ（ＳＯＵＴＨ３）

開場&受付
8:45-9:15

16:00

作品見学
11:50-13:30
事前審査

2019 FINAL

15:00

作品見学
11:00-11:30

受 付
10:45-11:15
事前審査

TBC AREA CIRCUIT

競 技
11:30-12:10

14:00

作品見学
11:00-11:30

Division

School

13:00

作品見学
11:00-12:00

開場&受付
10:45-11:15

Wig

12:00

事前審査

Division

Division

11:00
受 付
10:45-11:15

Model

Division

GAMO CONTEST

10:00

事前審査

Lady's

9:00

競 技
12:45-14:15
審 査
14:15-14:45

事前審査
12:35-12:45

SOUTH
・
1 2

SOUTH 3

アートチップ
フォトコン
TOKYO BEAUTY
CONGRESS
YUMI CUP 表彰式
展

TBC YUMI CUP 表彰式
17:30-19:00

示

展示＆販売
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

8:45-17:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

※作品見学の時間が変更となりました。
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ENTRY

エントリー方法

GAMO CONTEST

8月16 日（金）締め切り

WEB エントリー

http://tbc.gamo.co.jp/
※エントリー前に担当セールスよりサロンコードをご確認ください。
※エントリー後、登録いただいたメールアドレス宛にエントリー完了メールが届きます。
届かない場合はエントリーが完了していない可能性がございますので、担当セールスまたはガモウ企画部（03-6863-6399）
までお問い合わせください。 またメールに記載されたパスワードにて、上記 URL 内にてエントリーの確認を行うことも可能です。

FAX エントリー
専用用紙を担当セールスよりお受け取りの上、記入後、担当セールスまでお渡しください。
注意事項
▼やむ終えずキャンセルされる場合は 8 月16 日（金）迄に担当セールスまたはガモウ企画部までご連絡ください。
以降のキャンセルにつきましては、いかなる理由においてもエントリー料金が発生しますので、ご了承ください。
▼受付締切後にエントリーカードを担当セールスよりお届けいたしますので、記載事項に誤りがないかを事前に必ずご確認ください。
▼定員数がオーバーした場合はキャンセル待ちとさせて頂きます。キャンセル待ちの方にはキャンセルが発生した時点で順次ご連絡
させて頂きます。
▼エントリー料については、担当セールスより請求書をお届けしますので、担当セールスに直接お支払いください。

YUMI CUP

木下ユミ杯・
エントリー方法

7月31日（水）締め切り

WEB エントリー

https://www.yumi.co.jp/tbc
エントリー・入金〆切は、7月31日
（水）となります。
1. 木下ユミ・メークアップ＆ネイル アトリエ WEB 内の入力フォームよりお申し込み。
※学校単位でのエントリー（エントリー者多数）の場合は、エントリー者一覧を作成いただきお申し込みください。
（詳しくはお問い合わせ下さい。）

2. その後１週間以内に、お申し込みいただいた種目のエントリー料を下記口座までご入金ください。
※ご入金は必ずエントリー者ご本人のお名前でお願いします。（振込手数料はご負担願います。）
◎お振込先／株式会社 ユミ・クリエイション

三井住友銀行 青山支店 普通 No.1284482

3. エントリー〆切後に入金を確認し、全エントリー終了後、エントリーカードをエントリー者宛にお送りします。
※エントリーカードの発送をもって正式エントリー確定となります。
がん研有明病院
※アートチップ・フォトコンは、当日会場でエントリー No. を発表します。（エントリーカードはお送りしません）
★ガモウとお取引いただいているサロン様・ネイルサロン様は、ガモウから YUMI CUP のエントリーが可能です。
エントリー代は通常通り請求書をお渡ししますので、担当セールスへお支払いください。

ACCESS&MAP

会場案内

東京ビックサイト 南展示場 / SOUTH HALL1・2&3
東京都江東区有明 3-11-1

http://www.bigsight.jp/

がん研有明病院

