
定　　員　全ての理・美容師、美容学校生　100名

参 加 費　ウィッグ込 10,000円 （税込）

課　　題　カット＆スタイリングによるヘアデザイン

表　　彰　優勝・準優勝・3位

競技時間　30分

定　　員　全ての理・美容師、美容学校生　50名

参 加 費　5000円（税込）

課　　題　ベーシックシニオン

表　　彰　優勝・準優勝

競技時間　30分

●競技テーマ　「飾美」
・ウィッグはコンテスト前にお渡しします。
・テーマに沿って完成させたウィッグ・コンセプトシートを
  合わせて審査します。
・当日は2cm以上カットしてください。
・エクステンションの使用はできません。
・ヘアアクセサリーの使用はできません。
・事前のパーマ・カラーの施術は自由です。
・メイクは自由です。
・スタイリング剤の使用は自由です。
・ドライヤー・アイロン・ホットカーラー等の使用は禁止です。
・事前の仕込みの段階で仕上がりが見える形まで
  カットしていた場合、減点行為となります。 ・実際にブリーチ剤を使用しウィービングを施してもらいます。

・4回折りであれば自由。
・18cm以上セイムレイヤー ＊毛先はブラントにてカット、そぎ等の処理は不可
・12ブロック＆フォイル配列（68枚）
・審査はフォイリングの状態＆ドライの状態で評価します

（フォルム配列）
注意事項／ヘムラインは 3mmスライスで、表面にウィービングの部分が出るようにします。
カバーリング（太赤線）は 3mmとってください
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DaB

SATOSHI YAGIOKA
八木岡 聡氏／58年横浜生まれ。'89年渡米。'93
渡仏。'95年株式会社ビタミンズ設立。DaB 
HAIR/MAKE OFFICE開設。現在都内にヘアサロ
ン3店舗とヘアメイクオフィスを有し、ヘアデザ
イナーとして、サロンワークを中心に活動。イン
テリア及びインダストリアルデザイナーとしても
器具のプランニングやデザインも手がける。ま
た化粧品の開発及びディレクション等にも従事。

Terrase AOYAMA

BUNICHI KIMURA
木村 文一氏／1968年、東京都出身。山野美容
専門学校通信課卒。数店舗を経て'01年、東京・
青山にRAIZ(レイズ)を独立オープン。'03年には
ホノルルにもサロンをオープンさせる。カット技
術への評価は高く、サロンワークのみならず専
門誌、セミナーなどにも引っ張りだこの存在。
2010年新たにエステサロンを併設したテラス
アオヤマをオープン。

Hello

TAKUJU TACHIBANA
橘 拓寿氏／1967年生まれ。表参道のPeek A 
Boo ANNEX店長を努めた後、2001年5月に独立。 
同年、原宿に「HAIR DRESS Tachibana」をオープ
ン。「Vidal Sasoon Academy」（在ロンドン）卒業。
卓越したカットテクニックと造形美溢れるヘア
デザイン、繊細で絶妙なカラーリングに定評が
あり、多数のファンに支持されている。2010年
Helloをオープン。

HEAVENS

ATSUSHI KOMATSU
小松 敦氏／SHIMAに勤務した後、1993年東京
渋谷にHEAVENSを設立。一般誌・業界誌・広告
のヘアーデザイン作成やヘアーショーなどのス
テージワーク等での活動のほか、最近では独自
のデザインスキルやマネージメントのプレゼン
テーションセミナーや自らカメラを持ち「美容師
がオリジナルヘアカタログを撮影するためのフ
ォトセミナー」も各所で開催し好評を博している。

YAMANO

AKIRA
AKIRA氏／山野愛子美容室銀座店において技
術者認定を受け、渡英。ヴィダルサスーンスクー
ルやトニー＆ガイアカデミーで様々なコースを
修了。翌年渡米し特殊メイクを習得、その後、主
に特殊メイクを専門としCM制作等に関わる。ヤ
マノビューティウェルネスサロン銀座店で多数
の顧客を抱える傍ら、テレビ・雑誌等に出演。
C&CIヤマノ株式会社の取締役副社長として、会
社経営にも携わっている。

Makeup Artist

TIMMY NISHIMURA
ティミー 西村氏／ファッションモデル、ヘアーデ
ザイナーを経てメイクアップアーティストに転身。
ファッション誌のビューティページ、TVの変身コ
ーナーを長期に渡って担当する。現在は山野美
容芸術短期大学の教授として後進の育成を中
心に、GUCCI、TIFFANY等販売員のメイクアップ
教育などで活躍。また自身でプロデュースする
メイクアップブランド、デニークラディアの紹介
でTV出演中。

MOGA INTERNATIONAL

NOBUKAZU TAKAISHI
高石 宣和氏／1968年 井上陽平美容室入社。12
年後にロンドンサッスーンスクールへ行く。1980
年MOGA INTERNATIONAL 成城店設立以来、東
京に4店舗、タイに4店舗、中国に2店舗を展開。
ルベル、タカラ、ミルボン、ウェラなど数多くのシ
ョーに出演。

定　　員　美容師（免許取得3年以内）、美容学校生　100名

参 加 費　5,000円 （税込）

課　　題　「前美容師資格試験のワインディング」をテーマとして、

 　制限時間20分以内に終了する

表　　彰　優勝・準優勝・3位
　　　　  ○優勝者／ルベルワインディングコンテスト
 　　決勝大会 出場
　　　　  ○上位3位（優勝・準優勝・ 3位）／ロレアルパーマ
 　　コンテストセミファイナル 出場

競技時間　20分

・ノーパート・シンメトリー構成とする。
・ロッドは12mm以内のものを4種以上使用し、本数は60本以上を使用する。
・カラ巻き（乾燥状態）で巻くことは禁止。
・フロントからネープの方向に巻き、サイドは下方向に巻く。
・巻く順番は自由とします。
・ロッドをベース内に巻き収める、基本巻きとする。
・輪ゴムの掛け方は1本1重とし、ロッドの中央にロッドと平行になるように掛け、標準的       
　なものを使用する。
・ダックカールの使用は禁止。
・ブロッキングは審査対象ではありません。ブロッキングを行う場合は時間内で行ってく       
　ださい。

・つけ毛・飾りの使用はできません。
・セット剤の種類は自由です。
・髪を濡らす行為は禁止となります。
・事前のホットカーラーの使用は自由です。
・ウィッグはUP用のウィッグであれば使用可能です。

定　　員　全ての理・美容師、美容学校生　50名

参 加 費　5,000円 （税込）

課　　題　フルヘッドウィービング（3mm×7mm） 68枚

表　　彰　優勝・準優勝
　　　　  ○優勝者／ルベルウィービングコンテスト東京大会 出場
　　　　  　　　　　　　　　　〃　　　　決勝大会観戦ツアー

競技時間　35分（ブロッキング5分、ウィービング30分）
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asahi designer’s cup 募集要項

MOGA INTERNATIONAL
高石 宣和氏

apish

TETSUYA SAKAMAKI
坂巻 哲也氏／「アピッシュ」HEAD。'62年12月16
日生まれ。千葉県出身。パリー美容専門学校卒
業。'99年にサロン設立。サロンワークのほかTV
や雑誌など活躍のフィールドは幅広い。新ブラ
ンド「アピッシュリタ」をオープン。

※すき毛を必ず使用してください。
※写真は逆毛を立ててスタイルを作っています。
※スタイルの詳細は別紙をご参照ください。

人はみんな、自分だけの美しさを秘めている。
一人ひとりの個性を引き出し、美しく飾るヘア・メイクは
外見だけでなく、内面までも輝かせ、本当の「美しさ」を開花させてくれる。
この日、誰よりも輝く「美しい花」を、あなたの手で咲かせてください。

BASIC : 9/7[tue] _ 朱鷺メッセ  < 見学自由 >

BASIC : 9/7[tue] _ 朱鷺メッセ  < 見学自由 >

BASIC : 9/7[tue] _ 朱鷺メッセ  < 見学自由 >

BASIC : 9/7[tue] _ 朱鷺メッセ < 見学自由 >

2010テーマ



定　　員　全ての理・美容師、美容学校生

 　100名

参 加 費　15,000円（税込）

課　　題　カット＆スタイリングによる

 　ヘアデザイン

表　　彰　優勝（海外研修）・審査員賞

競技時間　30分

定　　員　全ての理・美容師

 　50組（1チーム2人まで・1人でも可）

参 加 費　15,000円（税込）

課　　題　メイク・ヘア・コスチュームのトータルコーディネイト

表　　彰　優勝（海外研修）・審査員賞

競技時間　30分

●競技テーマ　「飾美」
・テーマに沿ったモデル・コンセプトシートを合わせて審査します。
・審査はメイク70％、ヘア30％の割合で評価します。
・モデルは女性限定で、国籍・プロ・アマチュアは問いません。
・メイクの事前仕込みは、ファンデーションまで仕上げておいてください。
・ヘアの事前仕込みは、ホットカーラー等をはずした状態とします。
・エクステンション・つけ毛等は地毛（ベース）と同一色のみ使用可能です。
・ヘアアクセサリー（髪かざり）は使用可能です。
・ドライヤー・アイロン等の使用は禁止です。

定　　員　全ての理・美容師、美容学校生　100作品

参 加 費　一作品につき 3,000円（税込）

表　　彰　優勝・準優勝・ジャーナル賞・ギャラリー賞

●競技テーマ　「飾美」
・応募作品は、2010年に撮影されたものに限ります。
・6切りサイズ（20.3cm×25.4cm)
・画像処理は禁止となります。
・1人上限4作品とします。
・未発表のオリジナル作品（上半身）
・カラー、モノクロ、写真用紙は問いません。
・応募方法／写真の裏に氏名・サロン名を記入し、専用用紙にはめこんで提出  
　してください。
・作品の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

レディース部門

●競技テーマ　「飾美」
・テーマに沿って完成されたモデルを審査し          
　ます。
・カットは全頭にわたって3cm以上カットしてく
　ださい。
・事前のパーマ・カラーの施術は自由です。
・スタイリング剤の使用は自由です。
・エクステンションは競技時間内の装着使用　  
　は可能です。（事前段階での装着は不可）
・ヘアアクセサリーの使用はできません。
・モデルは女性とし、国籍・プロ・アマチュアは
　問いません。
・ドライヤー・アイロン等の使用は禁止です。
・モデル仕込み終了段階の写真を事前に撮っ
　て、競技当日に持参してください。
　（持参した写真とモデルの状態が違った場合
　は減点行為となりますのでご注意ください。）

●競技テーマ　「飾美」
・テーマに沿って完成されたモデルを審査し
　ます。
・カットは全頭にわたって3分の2以上を2cm
　以上カットしてください。
・事前のパーマ・カラーの施術は自由です。
・スタイリング剤の使用は自由です。
・エクステンションは競技時間内の装着使用
　は可能です。（事前段階での装着は不可）
・ヘアアクセサリーの使用はできません。
・モデルは男性とし、国籍・プロ・アマチュアは
　問いません。
・ドライヤー・アイロン等の使用は禁止です。
・モデル仕込み終了段階の写真を事前に撮っ 
　て、競技当日に持参してください。
　（持参した写真とモデルの状態が違った場合
　は減点行為となりますのでご注意ください。）

ファイナルステージは、全てのCUT MODEL部門より出場者6名がファイナルへ進出。
モデルは部門問わず全てレディースとし、選出者は出場に関して拒否する事も可能とします。
全ての競技で学生が入賞した際の賞金・副賞は学校渡しとなります。また学生は海外研修対象外となります。

参加資格／美容師・美容学校生・一般
参 加 費／前売り…… 2,000円　当日……2,500円

＊9/7（火）のベーシック部門の見学は自由です

参加申込書に必要事項をご記入の上、担当営業にお渡しいただくか、FAXまたは
郵送にて本社へお送り下さい。お申し込み順にエントリーさせていただきます。

本社FAX. 0258-31-1311　※応募〆切にしたがってご応募ください。

株式会社アサヒ　アサヒデザイナーズカップ係まで
（担当／舘川・丸山・刈屋）  TEL.025-231-5171

CUT MODEL HAIR & M AKE

PHOTO

TIME TABLE

定　　員　全ての理・美容師、美容学校生

 　50名

参 加 費　15,000円（税込）

課　　題　カット＆スタイリングによる

 　ヘアデザイン

表　　彰　優勝・審査員賞

競技時間　30分

メンズ部門
定　　員　全ての理・美容師　50名

参 加 費　15,000円（税込）

課　　題　カット＆スタイリングによる

 　ヘアデザイン

表　　彰　優勝・審査員賞

競技時間　30分

ミドル部門

●競技テーマ　「飾美」
・テーマに沿って完成されたモデルを審査し      
　ます。
・カットは1cm以上とします。
・電源は1人1口とし、ドライヤーの使用は可能
　です。
・事前のパーマ・カラーの施術は自由です。
・スタイリング剤の使用は自由です。
・エクステンションは競技時間内の装着使用   
　は可能です。（事前段階での装着は不可）
・ヘアアクセサリーの使用はできません
・モデルは45歳以上の女性とし、国籍・プロ・ア
マチュアは問いません。
・モデル仕込み終了段階の写真を事前に撮っ
　て、競技　当日に持参してください。
　（持参した写真とモデルの状態が違った場合
　は減点行為となりますのでご注意ください。）

9:30 ▲ 10:30   　  受付
10:30 ▲ 10:45     フルオープニング
10:45 ▲ 12:00     コンテスト（レディース・メンズ・ミドル・ヘアメイク）
12:00 ▲ 12:30     モデルウォーキング
13:00 ▲ 13:40     メイクセミナー（AKIRA氏・ティミー西村氏）
13:50 ▲ 14:00     ファイナル抽選
14:30 ▲ 15:00     ファイナルステージ
15:00 ▲ 15:20      審査
15:30 ▲ 16:00     トークセッション（八木岡氏・木村氏・小松氏・坂巻氏）
16:30 ▲ 17:30     表彰式　　　　　　　

※予定のため変更の可能性があります。

12:30 ▲ 13:30     受付
13:30 ▲ 14:00     オープニング・準備時間
14:00 ▲ 14:35     コンテスト
　　　　　　　　　　　 （カットウィッグ・ワインディング・
　　　　　　　　　　　  ウィービング・アップスタイル）

14:35 ▲ 16:00     審査・作品撮影
16:00 ▲ 16:15     総評
　　　　　　　

＊表彰は、10月 5日（火）の
　アサヒビューティーセンセーションで行います。

8/23 （月）
まで   

ベーシック部門 

9/13（月）
まで   

フォト部門（作品必着） 
クリエイティブ部門 

CREATIVEBASIC

ギャラリー（見学）

お申し込み方法

お問い合せ

応募締切

asahi designer’s cup 募集要項

CR EATIVE : 10/5[tue] _ 新潟市産業振興センター CR EATIVE : 10/5[tue] _ 新潟市産業振興センター

CR EATIVE : 10/5[tue] _ 新潟市産業振興センター
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