
NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項 出場費

【予選大会・決勝大会共通規定】
・令和2年度国家試験に準じたスタイルのみ審査する
・ロッドの配列は、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
※ロッド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)

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期⽇までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選大会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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から制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝大会】
・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、その他の目印があるもの
・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）

競技規定

1
ワインディング
国試スタイル

＜定員︓100名＞

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

【予選大会の審査に関して】
決勝大会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選大会当⽇の流れ】
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

【予選大会当⽇の注意事項】
・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
 

【予選通過の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途入れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝大会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

STYLING COLLECTION 2021   【ウィッグ部門】 ワインディング国試スタイル 競技要項
【エントリー期間】 6/15(⽕)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄

※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選手のみが決勝大会に参加できる競技です。

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

                     ●8⽉24⽇(⽕) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

                                             ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。
【予選大会⽇程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに⽇程が決まっています。

                     ●8⽉23⽇(⽉) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩手・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

【決勝大会⽇程】11⽉16⽇(⽕)   ⽇本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16

                                             ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。
                      そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中⽌、もしくは予選大会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。

※予選を通過した場合、決勝大会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

SPC会員
\5,000

一般
\8,000



NO 競技種目 出場資格 競技時間 失格事項競技規定

STYLING COLLECTION 2021  【ヘア モデル部門】サロンスタイルメンズ 競技要項
【エントリー期間】 6/15(⽕)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                         ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(⽕) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝大会日程】11月16日(⽕)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。

※予選を通過した場合、決勝大会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。
▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中⽌、もしくは予選大会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。

                                そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                                ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

2
サロンスタイル

メンズ

＜定員︓100名＞

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

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

SPC会員
\7,000

一般
10,000

【予選大会・決勝大会共通規定】

作品テーマ「サロントレンド」
・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
・全体的に2cm以上カットすること

【予選大会の審査に関して】
決勝大会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選大会当日の流れ】
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

【予選大会当日の注意事項】
・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
・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
・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
・撮影場所は室内のみとする
・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
 

【予選通過の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途⼊れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝大会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

【予選大会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝大会】
・モデルの拘束時間が⻑いが、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



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中⽌、もしくは予選⼤会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。
                                    そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                                    ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

3

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(火) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝⼤会日程】11月16日(火)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

※予選を通過した場合、決勝⼤会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

STYLING COLLECTION 2021  【ヘア モデル部門】サロンスタイルレディース 競技要項
【エントリー期間】 6/15(火)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                         ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

SPC会員
\7,000

一般
10,000

【予選⼤会・決勝⼤会共通規定】

作品テーマ「サロントレンド」
・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
・全体的に2cm以上カットすること

【予選⼤会の審査に関して】
決勝⼤会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選⼤会当日の流れ】
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

【予選⼤会当日の注意事項】
・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
・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
・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
・撮影場所は室内のみとする
・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
 

【予選通過の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途⼊れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝⼤会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

サロンスタイル
レディース

＜定員︓100名＞

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

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選⼤会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝⼤会】
・モデルの拘束時間が⻑いが、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



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中⽌、もしくは予選⼤会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。
                                       そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                                         ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

4

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(火) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝⼤会日程】11月16日(火)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

※予選を通過した場合、決勝⼤会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

STYLING COLLECTION 2021  【ヘア モデル部門】トータルクリエイティブ 競技要項
【エントリー期間】 6/15(火)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                    ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

SPC会員
\12,00

0

一般
\15,00

0

【予選⼤会・決勝⼤会共通規定】
・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
・男⼥ペアのトータルでの審査を⾏います
・全体的に2cm以上カットすること

【予選⼤会の審査に関して】
決勝⼤会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選⼤会当日の流れ】
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

【予選⼤会当日の注意事項】
・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
・競技開始前に男⼥モデルそれぞれの「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
・撮影場所は室内のみとする
・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

 
【予選⼤会の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途⼊れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝⼤会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

トータル
クリエイティブ

＜定員︓100名＞

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

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選⼤会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝⼤会】
・モデルの拘束時間が⻑いが、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



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中⽌、もしくは予選⼤会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。
                                        そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                                         ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

5

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(火) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝⼤会日程】11月16日(火)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

※予選を通過した場合、決勝⼤会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

STYLING COLLECTION 2021  【アイラッシュモデル部門】アイラッシュモデル 競技要項
【エントリー期間】 6/15(火)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                           ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

SPC会員
\7,000

一般
\10,000

【予選⼤会の審査に関して】
決勝⼤会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選⼤会当日の流れ】
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10分以内に撮影し、投稿フォームより送信する

【予選⼤会当日の注意事項】
・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
・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
・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
 

【予選通過の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途入れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝⼤会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

【予選⼤会・決勝⼤会共通規定】

作品テーマ「各自設定」
※テーマは写真を投稿する時に投稿フォームに入⼒ください

・まつ⽑・メイク・ヘアの⾸から上のトータルバランスとSNS等に掲載して、アイラッシュの魅⼒が伝わる作品に仕上げる
※モデルは、⽪膚疾患、眼病のない健康な18 歳以上（男⼥国籍不問）
・メイク・ヘアの事前仕込可
・左目のみ仕込可（50本以上）
・まつ⽑エクステの種類︓自由（シングル・ボリューム不問）
・カール︓自由、太さ︓自由、⻑さ︓自由、デザイン︓テーマに沿った作品に仕上げること、最低本数︓100本以上（⽚目︓50本以上）
・作成したパーツ、アクセサリーパーツの使用可
・⼈工⽑（エクステンション） や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、形状は自由とする
・装着時はコンタクトレンズを外すこと ※ 但し装着後、装飾としてカラーコンタクト等を装着することは可
・60分の中でまつ⽑エクステンションを右目に装着、メイク・ヘア・装飾等を時間内に⾏うこと
・競技中道具を落とした場合は、消毒をしてから使用すること
・⽑同士が絡まないように装着すること
・根元から1 ㎜程度離して装着すること
・服装は自由 ※但し、エプロンもしくは白衣を着用すること
・マスクを着用すること
・モデル用の枕や⽑布は各自で用意すること
・ライト・ヘアアイロン・延⻑コードは各自で用意すること
・ゴミは必ず持ち帰ること
 

【減点事項】
・基本本数以上ついていない場合
・競技開始後に自分の⼿指消毒を⾏わない場合
・根元から1ｍｍ程度あけていない場合

アイラッシュ
モデル

＜定員︓100名＞

美容師免許取得者
（理美容専門学校在校⽣不可）

60分

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選⼤会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝⼤会】
・モデルの拘束時間が⻑いが、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



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝⼤会を延期や中⽌、もしくは予選⼤会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。
                                               そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                                                ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝⼤会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

6

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（⼤阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(火) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝⼤会日程】11月16日(火)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選⼤会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝⼤会に参加できる競技です。

※予選を通過した場合には決勝⼤会で会場に来て競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

STYLING COLLECTION 2021  【ネイルモデル部門】ネイルモデル 競技要項
【エントリー期間】 6/15(火)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選⼤会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                                           ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

SPC会員
\7,000

一般
\10,000

【予選⼤会の審査に関して】
決勝⼤会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【予選⼤会当日の流れ】
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、⼿元が上から写る位置で待機
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

【予選⼤会当日の注意事項】
・端末は自由 ※1⼈1台で参加
・撮影アングルは⼿元が上から写る位置とする
・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
・予選⼤会の際は「右⼿のみ」を審査対象とするので、左⼿は仕上げなくて良い
・写真加工なし
・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
 

【予選⼤会の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝⼤会進出者を掲載し、その後、決勝⼤会出場の『有無確認』のご連絡を別途入れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝⼤会】
会場に来場いただき、競技・審査いたします

【予選⼤会・決勝⼤会共通規定】

作品テーマ「笑顔」
・ナチュラルネイルにテーマにあったオリジナルアートを施し、トップジェル（マットコート可）で仕上げる
・モデルの爪は、事前にネイルケア（プレパレーションまで）仕上げておく
・右⼿5本をコンテスト当日に仕上げる
・モデルの左⼿5本はテーマに沿ったネイルを事前に仕上げてくる ※予選⼤会の際は「右⼿のみ」を審査対象とするので、左⼿は仕上げなくて良い
・衛⽣的にテーブルセッティングを⾏うこと
・サンディングは競技時間内に⾏うこと ※事前にサンディングした場合は減点
・⼿指消毒から始めること
・リペアは自由（本数制限は無し）
・フリーエッジの⻑さは５ｍｍ程度
・使用する材料は光重合の「自由」のみとし、色・素材入りは自由
・ジェルのメーカーは「自由」とする
・当日、時間内にジェルで3D・エンボスの作成可
・使用するジェルは容器に入れたままセッティングする
・エアーブラシタイプのジェル使用可
・ハンドピースは3本まで可。競技終了後、プロテクトを外すこと
・ベースカラー塗布は「自由」とする
・ベースコートは必ず塗布する
・アートシールの使用は不可
・グリッター・ラメ・ホログラム・ラインストーン、ミラー、箔は使用可
・仕上げのオイル＆クリームの使用可能
・デザイン画の持込禁止
・競技者の爪に作品と同一のアートを施してはいけない
・使用できる電源は1⼈2口までとする
・モデルは各自で用意すること
・服装は白シャツに⿊パンツとする（パンツの素材は自由）
・マスクとエプロンの着用は必須とするいただいた「写真」で審査いたします。
 

【減点事項】
・競技開始後に自分の⼿指、モデルの⼿の消毒を⾏わずに作業にした場合
・事前にサンディングした場合
・何度もフレームアウトしてしまった場合

ネイル
モデル

＜定員︓100名＞

ネイルサロン勤務者
ネイルサロン経験者

ネイルスクール在校生
（サロン経験がある方）

（美容専門学校在校生不可）

60分

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選⼤会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・途中で電源が切れてしまったり、途切れて採点に⽀障が出た場合
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝⼤会】
・事前審査までに着席していない場合
・競技時間をオーバーした場合
・競技前・終了後に⼿を加えた場合
・モデルに出血をさせてしまった場合
・審査員の指示に従わない場合
・マナーが著しく悪い場合
・プロテクトを外してなかった場合



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

STYLING COLLECTION 2021  【成人式 ヘア＆メイク＆着付部門】成人式ヘア＆メイク＆着付 競技要項
【エントリー期間】 6/15(⽕)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【予選大会日程】予選は全てオンラインにて開催いたします。エリアごとに日程が決まっています。
                                                               ※お問い合わせに関しましては、STYLING COLLECTIONオフィシャルサイトの「CONTACT」よりメールでお願いいたします。

                     ●8月23日(月) ◉東北（⻘森・秋⽥・岩⼿・⼭形・宮城） ◉東関東（福島・茨城・栃木） ◉関越（群馬・新潟） ◉中部（⻑野・⼭梨・岐⾩） ◉北陸（⽯川・富⼭・福井）
                                   ◉東海（愛知・静岡・三重） ◉関⻄（大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌⼭） ◉四国（香川・愛媛・高知・徳島） ◉中国（広島・岡⼭・鳥取・島根・⼭口） ◉九州

                     ●8月24日(⽕) ◉北海道 ◉中央（東京・千葉・埼⽟・神奈川） ◉沖縄

【決勝大会日程】11月16日(⽕)   日本ガイシホール(名古屋市総合体育館) 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
※この競技は、各地の予選大会に出場し、予選を通過した選⼿のみが決勝大会に参加できる競技です。
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成人式ヘア
＆

メイク
＆

着付

＜定員︓100名＞

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）

メイク・セット
60分

補正〜⻑襦袢
20分

着付
20分

※予選を通過した場合、決勝大会は会場に来場して競技を⾏なうことをご承知の上、この競技へのエントリーをお願いいたします。

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中⽌、もしくは予選大会と同様に、全てオンラインによる開催に変更する場合がございます。
                      そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                      ▼ エントリー後のキャンセルや、決勝大会出場を棄権する場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

※この競技は、予選はウィッグとボディ、決勝はモデルを使用します。

SPC会員
\7,000

一般
\10,000

【予選大会・決勝大会共通規定】
・振袖を使⽤し、成⼈式のお⽀度にふさわしい質の⾼い技術⼒とトータルバランス⼒を競技する
・選⼿は⼀⼈でヘア・メイク・着付を⾏う

【予選大会の審査に関して】
決勝大会への通過作品を決める審査は、全て競技終了後に撮影し、指定の投稿フォームに送信いただいた「写真」で⾏ないます

【撮影アングル】
「着付撮影アングル」をご確認ください

【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、施術者が映る位置でボディを正⾯にして待機
3︓競技開始3分前にホストが暗号を読み上げるので紙に記⼊
4︓競技スタート
5︓競技終了
6︓競技終了後15分以内に指定されたアングルでウイックとボディーを撮影し、投稿フォームより送信する

【予選競技当日の注意事項】
・予選大会はウイックとボディを使⽤して競技する
・ウィッグ・ボディのメーカー指定なし
・オンライン競技は補正〜⻑襦袢を20分、振袖着付と帯結・帯揚・帯じめまでを20分の合計40分で⾏います
・ヘア・メイクは、オンライン競技開始前に仕上げておく
・端末は自由※１⼈１台で参加
・撮影アングルはボディに対して横から、競技者とボディーが写る位置とする
・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15分以内にウイックとボディを撮影し、投稿フォームより送信する
※別紙「着付撮影アングル」をご確認ください
・写真の加工なし
・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
 

【予選通過の可否の通知】
STYLING COLLECTIONのオフィシャルWEBに決勝大会進出者を掲載し、その後、決勝大会出場の『有無確認』のご連絡を別途⼊れさせていただきます(9月下旬頃予定)

【決勝大会】
・決勝大会はモデルを使⽤して競技をする
・会場に来場いただき、競技・審査いたします

【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
※エントリー締切後の競技に関する質問は、参加される「LINE公式アカウント」内でご質問ください
※審査のための「撮影アングル」については、「LINE公式アカウント」内でお伝えするので、必ず指定の期日までに「LINE公式アカウント」を友達登録してください

【予選大会】
・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エントリーナンバーとエントリー名で参加していない場合
・LINE公式アカウントに指定期日までに参加していなかった場合
・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
・競技時間終了後にボディやウィッグに触れていた場合
・競技終了後に指定内容と枚数の写真を投稿フォームから制限時間内に送付しなかった場合
・8/23（月）、8/24（火）の両日に参加した場合

【決勝大会】
・競技時間終了後にモデルに触れていた場合



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

SPC会員
¥2,000

2作品目〜
¥1,000

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止になる場合がございます。
                         そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                        ▼ エントリー後のキャンセル並びに作品を投稿しなかった場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

一般
¥5,000

2作品目〜
¥2,500

作品テーマ「各自設定」
※テーマは写真を投稿する時に投稿フォームに⼊⼒ください

・ヘア、メイクの統⼀性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
・アングルは⾃由
・モデルのメイク・装飾・衣装・背景は⾃由とする
・⾃分のテーマを作る
・写真の投稿は、2021/8/1（⽇）昼12時〜 2021/8/10（⽕）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2021/11/16（⽕）にYOUTUBE LIVEにて配信予定

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

【エントリーから投稿までの流れ】
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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WORLD
PHOTO

CREATION

アート

＜定員︓100名＞

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）

-

【結果発表】11⽉16日(火) 日本ガイシホール(名古屋市総合体育館)にて各部門の表彰式と共にYouTubeLIVEで配信予定

STYLING COLLECTION 2021  【フォト部門】アート 競技要項
【エントリー期間】 6/15(火)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 8/1(日)昼12:00 ~ 8/10(火)昼12:00



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止になる場合がございます。
                         そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                        ▼ エントリー後のキャンセル並びに作品を投稿しなかった場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費

SPC会員
¥2,000

2作品目〜
¥1,000

一般
¥5,000

2作品目〜
¥2,500

作品テーマ「サロントレンド」

・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
・アングルは自由
・モデルのメイク・装飾・⾐装・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ください
・写真の投稿は、2021/8/1（⽇）昼12時〜 2021/8/10（⽕）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2021/11/16（⽕）にYOUTUBE LIVEにて配信予定

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合
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WORLD
PHOTO

CREATION

サロンスタイル
メンズ

＜定員︓100名＞

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）

【エントリーから投稿までの流れ】
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

-

STYLING COLLECTION 2021  【フォト部門】サロンスタイルメンズ 競技要項
【エントリー期間】 6/15(⽕)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 8/1(⽇)昼12:00 ~ 8/10(⽕)昼12:00
【結果発表】11⽉16⽇(⽕) ⽇本ガイシホール(名古屋市総合体育館)にて各部門の表彰式と共にYouTubeLIVEで配信予定



NO 競技種目 出場資格 競技時間 競技規定 失格事項

一般
¥5,000

2作品目〜
¥2,500

作品テーマ「サロントレンド」

・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
・アングルは自由
・モデルのメイク・装飾・⾐装・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ください
・写真の投稿は、2021/8/1（⽇）昼12時〜 2021/8/10（⽕）昼12時までに⾏うこと
・結果発表は、2021/11/16（⽕）にYOUTUBE LIVEにて配信予定

・規定通りに作品を投稿しなかった場合
・投稿期限を越えて作品を投稿した場合

                         そのような場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんことを予めご了承ください。
                        ▼ エントリー後のキャンセル並びに作品を投稿しなかった場合でも、エントリー費の返⾦はいたしませんので、予めご了承ください。

出場費
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WORLD
PHOTO

CREATION

サロンスタイル
レディース

＜定員︓100名＞

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）

-

【エントリーから投稿までの流れ】
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

SPC会員
¥2,000

2作品目〜
¥1,000

▼ 新型コロナウイルス等による社会的状況により、決勝大会を延期や中止になる場合がございます。

STYLING COLLECTION 2021  【フォト部門】サロンスタイルレディース 競技要項
【エントリー期間】 6/15(⽕)昼12︓00  〜  6/30(⽔)昼12︓00迄

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。 ※エントリー締切後のエントリーの変更・キャンセルは出来ません。

【画像投稿期間】 8/1(⽇)昼12:00 ~ 8/10(⽕)昼12:00
【結果発表】11⽉16⽇(⽕) ⽇本ガイシホール(名古屋市総合体育館)にて各部門の表彰式と共にYouTubeLIVEで配信予定


