
SPC会員 学生 一般

・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

※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

※ロッドケースの指定はありません

※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)

【エントリーの流れ】

1,エントリーシステムでエントリー　※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス

2,エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」「オンライン競技後のフォト投稿のやり

方」をエントリー時に入⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7月中旬〜下旬頃送付予定）

3,LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期日までにLINE公式アカウントを友だち追加してください

4,LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信して

ください

【競技日程】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

８月２４日(火)

【競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルはウィッグ正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMでの参加とする　※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについては、LINE公式アカウントより知らせる

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って10分以内に

撮影し、投稿フォームより送信する

・写真加工なし

・撮影背景は「白」のみとする

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の充電切れに注意してください

【競技当日の流れ】

1、LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2、1人1端末で、施術者が映る位置でウィッグを正面にして待機

3、競技スタート

4、競技終了

5、競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って10分以内に

撮影し、投稿フォームより送信する

競技時間 競技規定 失格事項

・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

・競技開始５分前にZOOMに参加していなかった場合

・ZOOM参加時にエントリーしたナンバーとエントリー名で参加し

ていない場合

・１つの端末に複数名参加していた場合

・撮影アングルが規定以外だった場合

・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)

・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームに制限時間内

に投稿しなかった場合

¥5,000 - ¥7,000

エントリー費

STYLING COLLECTION 2021 第24回 北海道大会　【ウィッグ部門】　競技要項

【北海道大会エントリー期間】　６/１５(火) お昼１２：００ 〜 ６/３０(水) お昼１２：００迄

※エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんので、ご了承下さい。
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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不可)

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

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格



SPC会員 学生 一般

作品テーマ「2022春夏コレクション」

・'22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）

※ウィッグは下記を参考にSPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入下さい)

・リビック  ユーカリジャパン　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

【エントリーの流れ】

1,エントリーシステムでエントリー　※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス

2,エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」「オンライン競技後のフォト投稿の

やり方」をエントリー時に入⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7月中旬〜下旬頃送付予定）

3,LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期日までにLINE公式アカウントを友だち追加してください

4,LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送信

してください

【競技日程】

・８月２４日(火)

【競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルは正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMでの参加とする

※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについては、LINE公式アカウントより知らせる

・競技開始前にモデルの「正面」と「背面」を撮影する　※競技前に10分間時間を設ける

※この写真は、審査に必要な写真となります

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って60分以

内に撮影し、投稿フォームより送信する

・写真加工あり

・背景自由

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の充電切れに注意してください

【競技当日の流れ】

1、LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2、1人1端末で、施術者が映る位置にして待機

3、競技スタート

4、競技終了

5、競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って60分

以内に撮影し、投稿フォームより送信する

・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

¥5,000 - ¥7,000

北

海

道

大

会

競

技

3
ウィッグカット

メンズ

理美容室勤務者

理美容経験者
４０分

STYLING COLLECTION 2021 第24回 北海道大会　【ウィッグ部門】　競技要項

【北海道大会エントリー期間】　６/１５(火) お昼１２：００ 〜 ６/３０(水) お昼１２：００迄

※エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんので、ご了承下さい。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー費



SPC会員 学生 一般

作品テーマ「2022春夏コレクション」

・'22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）

※ウィッグは下記を参考にSPC通商にて各自注文(SPC会員以外の方は各自でご購入下さい)

・レジーナ･リビック　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･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）

【エントリーの流れ】

1,エントリーシステムでエントリー　※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス

2,エントリー締切後、「エントリーNO」「LINE公式アカウントのQRコード」「オンライン競技後のフォト投稿の

やり方」をエントリー時に入⼒した宛先に送付するので、必ずご確認ください（7月中旬〜下旬頃送付予定）

3,LINE公式アカウントのQRコードを確認後、指定期日までにLINE公式アカウントを友だち追加してください

4,LINE公式アカウントを友だち追加後、LINE公式アカウント内でエントリーナンバーとエントリーした名前を送

信してください【競技日程】

・８月２４日(火)

【予選競技当日規定】

・端末は自由　※1人1台で参加

・撮影アングルは正面と競技者が写る位置とする

・参加場所は自由とする

・ZOOMでの参加とする

※競技開始30分前から参加可能　※参加URLについては、LINE公式アカウントより知らせる

・競技開始前にモデルの「正面」と「背面」を撮影する　※競技前に10分間時間を設ける

※この写真は、審査に必要な写真となります

・ZOOMで競技参加時は、エントリーナンバーとエントリーした名前で必ず参加すること　※例︓10 ⽊村拓哉

・競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って60分

以内に撮影し、投稿フォームより送信する

・写真加工あり

・背景自由

・ホスト側の不慮が生じた際はやり直しの場合あり

・撮影の端末の充電切れに注意してください

【予選競技当日の流れ】

1︓LINE公式アカウントから送られてくるZOOMのURLから参加

2︓1人1端末で、施術者が映る位置にして待機

3︓競技スタート

4︓競技終了

5︓競技終了後、参加の「LINE公式アカウント」内で審査に必要なアングルを伝えるので、その内容に沿って60分

以内に撮影し、投稿フォームより送信する

・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

¥5,000 - ¥7,000
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4
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
４０分

STYLING COLLECTION 2021 第24回 北海道大会　【ウィッグ部門】　競技要項

【北海道大会エントリー期間】　６/１５(火) お昼１２：００ 〜 ６/３０(水) お昼１２：００迄

※エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんので、ご了承下さい。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー費



SPC会員 学生 一般

・提出期限を越えて提出された場合 ¥2,000 ¥1,000 ¥4,000

作品テーマは自由 (原作があるもの)
※原作名・キャラクター名は写真を投稿する時に投稿フォームに入⼒ください

　

・モデル　自由(エントリー者が作品作りに関わっていれば、モデルは自由)

※ご自身でも、サロンスタッフでも、お客様でも、ご家族の方でもOK。

※他のコンテスト等で未発表のものに限ります。

・ヘア、メイクが分かるもの

（顔のアップ・上半身(みぞおちから上)・全身の写真を1枚ずつ計3枚）

・その他は自由。ポーズも自由。テーマも自由。(原作があるもの)

・ヘアメイクがはっきりと写っていれば、背景などは自由。

・写真の加工についてカラーフィルターや質感などの加工はOKです。

※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。原作名、キャラクター名を記入下さい。

・写真の投稿は、2021/8/1（日）お昼12時〜 2021/8/10（火）お昼12時までに⾏うこと

【エントリーから投稿の流れ】

1,エントリーシステムでエントリー　※オフィシャルWEB (http://www.styling-coliection.com) よりアクセス

2,エントリー〆切後、「エントリーNO」「投稿のやり方」をエントリー時に入⼒した宛先に送付するので、必ず

ご確認ください（7月中旬〜下旬頃送付予定）

3,投稿期間内に作品を投稿ください

※送付された書類内の「投稿のやり方」の内容を確認し、写真を投稿してください
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フォト

コンテスト

理美容室勤務者

理美容経験者

理美容専門学校

在校生

STYLING COLLECTION 2021 第24回 北海道大会　【フォト部門】　競技要項

【北海道大会エントリー期間】　６/１５(火) お昼１２：００ 〜 ６/３０(水) お昼１２：００迄

※エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんので、ご了承下さい。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項
エントリー費

【画像投稿期間】　８/１(日) お昼１２：００ 〜 ８/１０(火) お昼１２：００迄



SPC会員 学生 一般

STYLING COLLECTION 2021 第24回 北海道大会　【フォト部門】　競技要項

【北海道大会エントリー期間】　６/１５(火) お昼１２：００ 〜 ６/３０(水) お昼１２：００迄

【画像投稿期間】　８/１(日) お昼１２：００ 〜 ８/１０(火) お昼１２：００迄

※エントリー後の変更・キャンセル・ご返金は出来ませんので、ご了承下さい。

種別 ＮＯ 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定

- ¥2,000

失格事項
エントリー費
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6

フォトサロン

スタイル

レジェンド部門

第23回大会までで

受賞歴のある方

 

作品テーマ ｢スタコレ北海道2022トレンドコレクション｣

・第23回大会までで受賞歴がある方のみエントリー可能

・審査員と一般投票にて表彰順位を決定致します

・大会後に制作予定のスタイルブックに表彰順で掲載致します

・人気投票一位になるような作品作りをお願い致します

・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であること

・サロンワークに直結する作品であること

・アングルは自由

・モデルのメイク、装飾、背景は自由とする

・｢メンズ｣ ｢レディース｣ をエントリー時に選択してください

・写真の投稿は、2021/8/1（日）お昼12時〜 2021/8/10（火）お昼12時までに

⾏うこと

・提出期限を越えて提出された場合 ¥1,000


