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全日本 振 袖 花 嫁
和装トータル
ニューブライド
留 袖
洋髪の打掛花嫁（ブロック主催）

全国大会

2021 年 9 月14 日（火）

開場／10：3 0
開演／11：0 0

東武ホテルレバント東京
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-2

ブロック大会

●一定の基準に達したものは、全国大会に出場できる。
開催地

京

都

名古屋

開催日・会場

6 月 14 日（月）

ウェスティン都ホテル京都

6 月 28 日（月）

市営瑞穂荘集会所

出場申込者の県別
京都・滋賀・大阪
兵庫・ 奈良・和歌山

ブロック別申込・問い合わせ先
（株）K&F 古久保 妙子

〒604-0931 京都市中京区二条通河原町西入榎木町65
バンタンビル4F ケイタイ 080-9827-9778 Fax.075-765-1477

パール美容院若松店

桐生 京子

愛知・富山・石川
福井・岐阜・三重

〒510-0223 三重県鈴鹿市若松北2-2-10
Tel .059 -385 - 0 088 Fax .059 -385 - 0140
〒899-5111 鹿児島県霧島市隼人町姫城1072-1
Tel .0995 - 42-3833 Fax .0995 - 43 - 0632

ブライダルサロンさつき

米徳 さつき

大

分

7 月 5 日（月）

九州全域

東

京

7 月 13日（月）
国際文化理容美容専門学校
国分寺校

東京・千葉・栃木・茨城
群馬・埼玉・神奈川・新潟
山梨・長野・静岡・沖縄全域

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町5-3
Tel .03 -3462-1447 Fax .03 -3770 - 8745

福

山

岡山・広島・山口
鳥取・島根・四国全域

〒744-0073 山口県下松市美里町2-6-16
Tel .0833 - 45 -1500 Fax.0833 - 45 -1505

札

幌

コンパルホール

7 月 26 日（火）

まなびの館ローズコム

8 月 3 日（火）
かでる2・7

北海道全域

国際文化学園

荘司 礼子

エミール 西脇 末美
（株）

ヘアーメイクT-BURN彩

大石 光江

〒063-0002 札幌市西区山の手2条11丁目6-6
Tel.011-643-4180 Fax.011-643-4186

※東北ブロック大会は中止となりました。詳細は各ブロックにお問い合わせください。

職業訓練法人

全日本婚礼美容家協会

■事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-2 スギコビル4F

TEL 03-3537-0533 FAX 03-3537-0544

第40回

全日本振袖花嫁着付コンテスト

美しく洗練された着物は日本人の心です。平面に作られた着物を着付の技術で完成させるのが私たち
婚礼美容家の仕事です。花嫁にふさわしい品格の表現とたずさわる方のマナーも大切にしたいものです。

《出場規定》

（A）申込規定
1. 資格：美容師であること。年齢制限なし。
2. 出場申込書に記入し、美容師免許証の写し・申込金14,000円を添えて各ブロック（表面参照）
へ提出する。
3. 申込金の返戻はいたしません。
（B）競技規定
Ⅰ. 課題：振袖花嫁（すそひき）、高島田かつら、べっ甲色の花笄、角隠し無し。
Ⅱ. 競技時間 ・控室……… 90分で、かつら下地、
衿とじ、メイク、かつら着装、長襦袢の着付まで仕上げる。
・ステージ… 25 分で振袖着付（
。草履は履かせない）
※審査 ・審査後2分で褄をとり草履を履かせる。
Ⅲ. モデルは素人とする（プロの場合失格となる）。 助手はつけない。
Ⅳ. 衣装小物について
1. 衣装：白無垢掛下（紋はつけない）。
2. 帯は丸帯、結び方は相生。無地および無地感覚の帯は使用不可。
3. 長襦袢：仕立ては関東風、関西風いずれも可。半衿は白無地（刺繍、ちりめん地は除く）。衿芯は協会支給の
和紙（10枚）を使用すること。但し巡礼衿の使用、特殊な衿芯や加工を施した衿の長襦袢は使用禁止、紐類は
一切縫い付けないこと、衿は広衿の状態で持参すること。
4. 帯締め、帯揚げ、抱え帯、筥迫、末広、草履は基本通り。
5. 使用する小物：肌襦袢、裾よけ、
（ワンピース型も可）すべてのブラジャー禁止。 足袋、腰紐 6 本（内１本は
三重仮紐でも可）、伊達巻又は伊達締め（布製）2 本、帯板 2 枚、帯枕１個、クリップ 2 個（目盛り付は不可）
上記以外のものは使用できません（
。メジャー、タイマーの使用禁止）
その他：化粧品・化粧道具（自由）、針道具、衣装敷（120㎝×180㎝以内）、鏡。
6. 補正：協会より支給するものに限る。
タオル6本
（希望により、有料で2枚まで追加使用できる）
、ガーゼ3m。
タオルは切らずに使用すること。
ガーゼは補正用タオルを押さえるため（
。切り込みは良いが、
切りはなしは禁止）
上記のものは、全部使用しなくても良い。
7. 選手の服装：黒または紺のスカート
（膝が隠れる長さでミニやキュロットは不可）
。
白のブラウス
（店名やロゴマーク
入りは不可 ）肌色のストッキング（
、 T シャツ、
ジーンズ素材、
ブーツ、
スニーカーは不可）男性はこれに準じる。
（C）審査規定
1. 採点の対象

当協会が意図するトータル美を主眼として振袖花嫁の気品 初々しさの表現を かつら、化粧、
着付
個々に採点し美容師としてのマナーも含めた総合点とする。

2. 減点の対象 ・ 過度の下準備等、競技規定の違反および競技時間の超過。
・ 忘れ物、貸借違反。
・ 競技の進行を妨げたり、
他の参加者に迷惑をおよぼす行為。
・ その他各規定に違反する行為。
※以上の規定により、
一定の基準に達したものは、全国大会に出場できる。
（D）
全国大会について
ブロック大会上位より全国大会出場者が決まります。
1. 出場が決まった選手は、出場申込料20,000円を銀行振込又は現金書留で下記協会へ納入してください。
2. 出場選手の服装は和服とします。
3. 開催日 2021年9月14日（火）
4. 会 場 東武ホテルレバント東京（予定）
5. 諸規定はブロック大会に準じる。

職業訓練法人

全日本婚礼美容家協会

■事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-2 スギコビル4F

TEL 03-3537-0533 FAX 03-3537-0544

第40回

和装トータルコンテスト

伝統美を損なわず現代の若い女性の体型と現代生活の中から生まれた感覚にマッチさせながら
トータルで新しい和装の美しさを表現してください。
また、
たずさわる方のマナーも大切にしましょう。

《出場規定》

（A）申込規定
1. 資格：美容師であること。年齢制限なし。
2. 申込方法：出場申込書、美容師免許証の写し・申込金11,000円を各ブロック（表面参照）へ提出する。
3. 申込金の返戻はいたしません。
（B）競技規定

Ⅰ. 課題：ヘア・メイクをともなうミスの正装（成人式、
謝恩会、茶会などに出席する装い）
Ⅱ. 競技時間 ・控室……… 90分で、ヘアメイク・衿とじ、長襦袢の着付。
・ステージ… 25分で着付仕上がりまで（草履は仕上がってから履かせる。ポーズ付けはおはしょりを
隠さないこと。）
Ⅲ. モデルは素人とする（プロの場合失格となる）。 助手はつけない。
Ⅳ. 衣装小物について
1. 衣装：振袖（ひよく、伊達衿いずれも可・着物の衿とじは事前にすませてきてよろしい。
）
2. 帯：袋帯
（六通）
無地および無地感覚の帯は使用不可。
着物のアクセサリー・飾りのついた帯締めなどは使用不可。
3. 長襦袢：仕立ては関東風、関西風いずれも可。半衿は白無地（刺繍、ちりめん地は除く）、衿芯は協会支給の
和紙（3 枚）を使用すること。特殊な加工をした衿は使用禁止 衿は広衿の状態で持参してください。
衿のとじ方は自由（競技時間内にとじる）。
4. 着付に使用する小物：肌襦袢、裾よけ、
（ワンピース型も可）すべてのブラジャー禁止。足袋、腰紐6本（内１本は
三重仮紐でも可）、伊達巻又は伊達締め（布製）2本、帯板 2枚、帯枕１個、クリップ2個（目盛り付は不可）
上記以外のものは使用できません。
（メジャー、タイマーの使用禁止）
その他：化粧品・化粧道具（自由）、針道具、衣装敷（120㎝×180㎝以内）、鏡。
5. ヘア：ヘアアクセサリー（髪飾り）は自由、つけ毛は補助的なものとし完成品は使用しない。
6. 補正：協会より支給するものに限る。タオル6 本（希望により、有料で2枚まで追加使用できる）、ガーゼ 3m。
タオルは切らずに使用すること。ガーゼは補正用タオルを押さえるため（
。切り込みは良いが、
切りはなしは禁止）
上記のものは、全部使用しなくても良い。
7. 選手の服装：黒または紺のスカート
（膝が隠れる長さでミニやキュロットは不可）
。
白のブラウス
（店名やロゴマーク
入りは不可 ）肌色のストッキング（
、 T シャツ、
ジーンズ素材、ブーツ、スニーカーは不可）男性はこれに準じる。

（C）審査規定
1. 採点の対象

当協会が意図するトータル美を主眼としてヘアメイク・着付及びマナーを個々に採点しその合計点
とする。

2. 減点の対象 ・ 過度の下準備等、
競技規定の違反および競技時間の超過。
・ 忘れ物、貸借違反。
・ 競技の進行を妨げたり、他の参加者に迷惑をおよぼす行為。
・ その他各規定に違反する行為。
※以上の規定により、一定の基準に達したものは、全国大会に出場できる。
（D）全国大会について
ブロック大会上位より全国大会出場者が決まります。
1. 出場が決まった選手は、出場申込料15,000円を銀行振込又は現金書留で下記協会へ納入してください。
2. 開催日 2021年9月14日（火）
3. 会 場 東武ホテルレバント東京（予定）
4. 諸規定はブロック大会に準じる。

職業訓練法人

全日本婚礼美容家協会

■事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-2 スギコビル4F

TEL 03-3537-0533 FAX 03-3537-0544

第19回

ニューブライドコンテスト ブライドヘア＆メイク

美しく洗練された現代のブライ
ド、
今を感じさせる感性と技術のトータル美を表現する。
たずさわる方のマナーも大切に。

《出場規定》

（A）
申込規定

1. 美容師又は美容学校在学中であること。
年齢制限なし。美容学校在学生は、ブロック大会のみの出場とする。

2. 出場申込書に記入し、
美容師免許証の写し、
又は美容学校在学証明書、
および申込金10,000円を添えて各ブロックに
提出する。

3. 申込金の返戻はいたしません。
（B）競技規定

1. 課題：花嫁のヘア・メイク、
ドレスのトータルコーディネイト。

2. 競技時間：控室で40分（メイクとドレスフィッティング） ステージ上で20分（ヘア仕上げ）
3. 化粧品・道具は自由。

4. ブーケ、
オーナメントは必ず使用する。但し素材、形、色は自由。

5. つけ毛は、
完成品、
及びウィッグ 状態の物は違 反とする（
。頭部全体の1／3以下であること）
6. オリジナルセットは、
事前に行う事。ステージ上でのコードレスアイロンの使用は可。

7. ドレスの色は白。トレーンは長すぎない事
（１メートル以内）。アクセサリー・手袋は自由。
ヘアスタイル審査のため、あえてベールは無しとする。

8. モデルは素人とする（
。プロの場合失格となる）

上下黒、
デザインは自由。
肌色のストッキング
（ミニスカート、
Tシャツ、
ブーツ、
ジーンズ素材、
スニーカーは不可）
9. 選手の服装は、
（C）審査規定

1. 採点の対象

ヘア・メイク・ドレス・アクセサリー等のトータル美を主眼とし、技術者としてのマナーも採点する。

2. 減点の対象 ・ 過度の下準備等、競技規定の違反および競技時間の超過。
・ 忘れ物、
貸借違反。

・ 競技の進行を妨げたり、他の参加者に迷惑をおよぼす行為。
・ その他各規定に違反する行為。

※以上の規定により、一定の基準に達したものは、全国大会に出場できる。
（D）
全国大会について

1. 出場が決まった選手は、
出場申込料15,000 円を銀行振込又は現金書留で下記協会へ納入してください。

2. 開催日
3. 会

2021年9月14日（火）

場 東武ホテルレバント東京（予定）

4. 諸規定はブロック大会に準じる。

〈全国大会表彰規程〉（各コンテスト共に、全国大会では、下記の通り表彰されます。）

最優秀賞 ： 各１名
賞 状
トロフィー
協会賞（賞金）
優秀賞 ： 各１名
賞 状
トロフィー
金 賞 ： 各5名
賞 状
今年は中止
銀 賞：
（参加賞）
賞 状
・花嫁および和装トータルの最優秀賞者：
《東京都知事賞》
（賞状）
・ニューブライド・留袖の最優秀賞者と、
花嫁および和装トータルの優秀賞者：
《中央職業能力開発協会賞》
（賞状）
・全日本振袖花嫁の最優秀賞者：
《長尾義胤賞》
（賞状）
・ニューブライドの優秀賞者：
《東京都産業労働局長賞》
（賞状）
・ 和装トータル
ニューブライド 《ジャーナル賞》
（賞状）今年に限り中止
留
袖

｛

※その他詳細は事務局宛にご照会ください（
。Tel. 03-3537-0533・Fax. 03-3537-0544）

職業訓練法人

全日本婚礼美容家協会

■事務局 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-3-2 スギコビル4F

TEL 03-3537-0533 FAX 03-3537-0544

