
サポーター申込書
第7回エステティックグランプリ

Supporter Application

ご記入日

フリガナ 肩書き

▼すべて必須項目ですので、ご記入漏れのないようご協力お願いします。

平成28年 月 日

お申込みされる会員種類に チェックを入れてください。

チェックを入れてください。

会 社 名 代表者様

フリガナ

上記と同じ場合は

ご請求書
送付先

〒

TEL

ご担当者

FAX

役職

URL

携帯

紹介者名

E-mail①

E-mail②
※メールアドレスは、複数登録可能です。
事務局からの連絡手段として使用させていただきます。

※エステティックグランプリ紹介者のご記入にご協力ください。

※公式ホームページ（サポーター企業一覧）のリンク用に使用しますので、自社サイトをお持ちの場合は、URLをご記入ください。

ー

〒 ー

会社所在地

プラチナ
（100万円）

ダイヤモンド
（300万円）

シルバー
（50万円）
ゴールド

（30万円）
ブロンズ
（10万円）

フリガナご連絡
担当者様

氏名

氏名

役職

資料送付先

お申込み完了までの流れ

お申込書FAX
事務局より

ご請求書・ご契約書
を送付

ご契約書の返送 サポーター会費
お振込み

サポーター
登録完了

FAX 042-623-2210
一般社団法人エステティックグランプリ事務局　〒192-0072　東京都八王子市南町3-8 第二原嶋ビル３Ｆ

お問合せは事務局まで （ 平日10：00～18：00 ）　TEL：042-634-9003　info@esgra.jp 

大会概要

サポーター募集期間とサポーター期間
募集期間
サポーター期間

2016年7月1日～ 9月30日（期間終了後もお申込みは可能ですが、ご提供できない特典があります。予めご了承ください）
お申込み ～2017年7月31日

窓口となって連絡等を行っていただける方をご記入ください。

サポーター企業募集のご案内
第7回エステティックグランプリ

　まず、日頃より、エステティックグランプリにご支援・ご協力を頂き、心より御礼を申し上げます。皆様に支えられ、エステティッ
クグランプリは、おかげさまで第７回を迎えることができました。業界が発展するためには、取り巻く環境の変化にも対応すべく、
労働基準法などを含めたコンプライアンスや、他にも考えていかねばならない問題がたくさんあると認識しております。誰かが変
えてくれるという考えを捨て、自分たちが変わることが今必要だと思い、「業界発展」や「エステティシャンが輝く」ために、全
国の理事・実行委員が勇気を持って一歩踏み出すことが大切だと考え、今期のテーマは「前進」としました。
エステティックへの信頼度が更に高まり、エステティシャンの社会的地位が向上し、業界における市場規模の拡大を目指し、
取り組んで参りたいと思っています。実行委員一同、今期も力を合わせて業界発展に取り組み、活動して参りますので、今後とも、
ご支援賜りますようお願い申し上げます。

理事長
おくむら まさゆき
奥村 優之

理事長あいさつ

規約
サポーター

Supporter Agreement

一般社団法人エステティックグランプリ（以下エスグラという）と協賛企業(以下サポーターという)は、エスグラが運営する活動に対して
サポーターが協賛する事に関して、以下の規約を定めます。

第1条（エスグラの目的と趣旨）

第3条（協賛契約の締結について）
サポーターは、エスグラの理念および目的を理解した上で本規約に同意し、所定の申込手続き及び以下の協賛金の支払いをエスグラに対して完了した時点で
協賛契約が締結します。

エスグラは、"共に学び、共に成長し、共に輝く"という理念の元に、エステティシャンが主役となって輝ける最高のステージや、お互いに学びあえる場を提供する
ことで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる事を目指し、エステティック業界発展の礎となる活
動を行います。

第4条（協賛金とサポーター名称）
サポーターは協賛口数に応じて、下記の称号で呼応されます。なお、1口の金額は10万円（税別）とします。

第5条（協賛契約期間）
協賛期間の有効期限は協賛契約の締結から、エスグラが運営するグランプリ大会開催月の末日までとします。（第7回大会は2017年7月12日）

第6条（サポーターの特典）
1. サポーターはグランプリ大会およびエスグラが運営する勉強会おいて、申し込み口数に応じた特典を受ける事ができます。
2. 特典は、第三者に譲渡する事はできません。
3. エスグラはサポーターに対し事前に通知した上で、特典の内容を変更する事ができます。
　（特典詳細は、中面の特典表参照）

サポーターは契約期間中、エスグラの名前およびロゴを無償にて、プロモーション活動等に使用する事ができます。但し、大会名称およびロゴの所有権はエス
グラに帰属する為、使用に際しては事前にエスグラに通知するものとします。

第7条（ロゴおよび名称の使用等）

第8条（サポーター活動の禁止事項）
1. エスグラの行う大会および勉強会などの開催中は、決められた時間以外での営業活動を行ってはならない。
2. エスグラの行う大会および勉強会の参加サロンへの、過度の勧誘および販売行為は行ってはならない。
3. 「エステティックグランプリ推奨」「エステティックグランプリ絶賛」等の、あたかもエスグラが推奨しているかのような表現をし、企業ならびに商品の宣伝活動
を行ってはならない。

第9条（契約の解除）
サポーターは所定の手続きを行い、契約を解除する事ができます。ただしエスグラは受領済の協賛金は返還の義務を一切負わないものとします。

第10条（契約の取消）
エスグラはサポーターに次の事由が生じた場合、協賛契約を取り消すことができるものとします。
1. 本規約第８条に定める禁止事項に抵触しエスグラから注意喚起しても、なお状況が改善されない時。
2. サポーターが規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、エスグラの運営を妨げ、エスグラの名誉、信用を傷つける行為があった場合
3. 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
4. 法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき
5. 法人の役員が逮捕または起訴されたとき

第11条（個人情報）
エスグラは、申し込みの際に提出された個人情報について、サポーターへの資料の送付、イベントの案内などにのみ使用できるものとし、サポーターの承諾が
ない限り、収集した個人情報を当該目的以外に使用せず、又第三者に提供しません。ただし、次の場合は除くものとします。
1. 法令による開示義務が課せられた場合。
2. 行政庁、裁判所、その他の公的機関により開示する事が要請された場合。

第12条（不可抗力）

第2条（エスグラの運営）
エスグラは、以下の運営をします。
1. 理念と目的に賛同する実行委員の募集と、理事の選出および一般社団法人の運営
2. エステティック業界の発展を願う企業、政府機関、学校、団体、サロン、個人に対して、エスグラへの理解を深める活動
3. エスグラの運営する活動に参加するサロンの募集と全国のエステサロンの模範になるサロンの選出
4. 模範となるサロンを決定するグランプリ大会およびそれに付属する大会の運営
5. エスグラの活動に参加するサロンの品質向上に繋がる勉強会の開催
6. サポーターの特典の履行に必要な事項
7. その他エスグラの運営に関わる関連事項

30口　300万円　ダイヤモンドサポーター
10口　100万円　プラチナサポーター
 5口　  50万円　ゴールドサポーター
 3口　  30万円　シルバーサポーター
 1口　  10万円　ブロンズサポーター

天災事変等その他の不測の事態によりグランプリ大会が開催できなかった場合、もしくは開催途中に中止した場合は、エスグラはサポーターに対しその責を
負わないものとします。

第13条（協議）
本規約に定めなき事項については、双方協議のうえ決定するものとします。

附則
本規約は、平成２６年５月１日から実施するものとします。

R

主催：一般社団法人エステティックグランプリ

●顧客満足サロン部門
モニター調査期間 9月～2017年 1月（ランキング発表２月）

●フェイシャル技術部門

●グランプリファイナル

エリアファイナル 2017 年 4月頃（会場は各地域）
セミファイナル    2017 年 7月 11日（火）名古屋国際会議場（白鳥ホール）

2017年 7月 12日（水）　名古屋国際会議場（センチュリーホール）

●モデルサロンプレゼンテーション部門
セミファイナル 2017 年 5月頃（会場未定）



基本コンセプト
Basic concept

ランクと特典
サポーターエステティックグランプリ

Supporter Rank and Privilege
年間スケジュール
サポーター

Supporter Membership Agreement

お問合せは事務局まで （ 平日10：00～18：00 ）　TEL:042-634-9003　info@esgra.jp 

6つの取組みと11のコンテンツ

１．サロンのお客様満足度向上

①エスグラ顧客満足度調査
②知識向上取組みシート

２．学びの場を設ける

③地域勉強会
④明日グラ（サロンオーナー交流会）

３．仕事への想いや素晴らしさを振り返る

⑤エステ感動物語コンテスト

４．エステティシャンの輝く場を設ける

⑥フェイシャル技術コンテスト
⑦サロンプレゼンコンテスト

５．未来のエステティシャンづくり

⑧スクール講義
⑨学生技術披露
⑩エステ感動物語学生部門

６．エステティックの素晴らしさを広める

⑪他団体と共に「エステティック
ウィーク」の促進

・エステティック業界の健全性をアピールし、一般消費者から信頼を得て、業界の発展に貢献する
・業界内の横の連携を深めるきっかけとする

・エステティシャン個人の技術のスキルアップ、理論の勉強を深めるきっかけとする
・サロンのチームワークや質の向上に貢献する

・メディアと連携し、サロンの健全性、エステティシャンの社会的地位向上を、消費者に根差すことで、業績向上に貢献する
・エステの市場を拡大し、１兆円産業に向けた業界全体の成長に貢献する

社会性の追求

エステティシャンの
社会的地位向上

エステティック業界の
市場規模回復・拡大

お互い認め合い、
尊重し合う業界へ

教育性の追求

収益性の追求

エステティックから日本を美しく、そして元気に

7月
エントリーサロン募集期間

全体の動き 原稿（データ）提出・特典提供時期の目安

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

2016年

2017年

顧客満足度調査期間

8/8 エントリー締切

観戦チケット発売開始（予定）

エリアファイナル

11（火） セミファイナル

セミファイナル

12（水） グランプリファイナル

⑨
公式ガイドブック
広告データ提出

⑪-2
大会用動画ＣＭ
データ提出

⑥
公式ホームページ用
バナーデータ提出
（随時受付）

エスグラアプリ用
商品情報提出
（随時受付）

⑦
大会無料エントリー権
エントリー期間中であれば
随時対応しています。
ご紹介サロン名を

事務局までお知らせください

⑧

⑩

広報誌広告データ
提出（1回目）

⑬-A
プレゼン候補日
11/16（名古屋）

⑬-B
エントリーサロンへの

チラシ配布

⑬-A
プレゼン候補日
5月（場所未定）

⑫-A
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/12

⑫-B
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/11

⑫-C
 来場者へのチラシ配布
7/12（名古屋）

④
GPファイナル
観戦チケット送付

①
企業名掲載

③
エリアファイナル
観戦チケット送付

②
地域勉強会での
企業紹介

※お申込後随時対応

⑤
地域勉強会
無料ご招待券

※お申込後随時対応

⑪-1
地域勉強会用
動画ＣＭデータ提出顧

客
満
足
サ
ロ
ン
部
門

フェイシャル技術部門

1/18 サポーター懇親会

7/20 サポーター懇親会

フェイシャル技術部門

モデルサロンプレゼン部門

共に学び、共に成長し、共に輝く

■ビジョン ～理想の未来像～

■ビジョン達成のための３つの追求

夢や誇りを持ったエステティシャンが
日本を美しくする

エステティシャンが
最高に輝けるステージを

エステティックサロン同士、エステティシャン
同士で共に学び合うことにより、お互いに切磋琢
磨し、成長していきます。エステティシャンたち
が成長し輝くことで、これからのエステティック
業界に明かりを灯すこと、つまり業界の活性化に
つながると考えています。

エステティシャンが主役となり輝けるステージ
や、お互いに学び合える場を提供することで、エス
テティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持
ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる
と考えています。そんな夢や誇りを持ったエステ
ティシャンたちが１人でも増えていけば、エステ
ティック業界はもちろんのこと、日本が美しく
なっていくと考えています。

エステティシャンが主役となって輝ける最高の
ステージや、お互いに学びあえる場を提供するこ
とで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や
誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるよ
うになる。様々な角度から質の向上につながる環
境や取り組み、また、そのきっかけ作りを行うこと
で、エステティック業界発展の礎となる活動を目
指しています。

大会スローガン 活動目的理　念 項目 詳細 ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

300万円 100万円 50万円 30万円 10万円

① 企業名・ロゴ掲載

公式ホームページ、ガイドブック、公式アプリ、グランプリファ
イナルにて企業名またはロゴを掲載（ランクを限定する場合もあ
ります）
※ロゴデータ支給（ロゴは、企業ロゴでもブランドロゴでも可）
※公式ホームページに掲載する「協賛への想い」を250文字以外
で原稿をご提出いただきます。

● ● ● ● ●

② 地域勉強会で企業紹介

地域勉強会にご参加いただいた際に、司会より企業紹介をさせて
いただきます。
※200文字以内で紹介原稿をご提出いただきます。
1社30秒程度

● ● ● ● ●

③ エリアファイナル
観戦チケット

フェイシャル技術部門エリアファイナルの観戦チケットをご提供 10枚 7枚 5枚 3枚 2枚

④ グランプリファイナル
観戦チケット

グランプリファイナルの観戦チケットをご提供 20枚 10枚 7枚 5枚 3枚

⑤ 地域勉強会
無料ご招待券

全国各地の勉強会に無料で参加できるご招待券です。
お取引きサロン様にもお譲りいただけます。 50枚 30枚 15枚 10枚 5枚

⑥ バナーリンク
エスグラ公式ホームページのTOPページにバナーリンクを掲載
できます。※完全データ支給（随時対応）
月間平均PV：36,705（4月～6月）

（大）
上段

（中）
中段

（小）
下段 - -

⑦ 大会無料エントリー権
エントリー期限 8月8日

第6回大会無料エントリー権をご提供
お取引先サロン様へのご紹介も可能です。
※エントリー期限までの協賛申込みに限り有効

6サロン 3サロン 2サロン 1サロン -

⑧ エスグラ広報誌広告
（全ページカラー）

全国の地域勉強会やエントリーサロン等に配布
配布予定時期：11月～　※完全データ支給（10月末締切） 1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ NEW

⑨ 公式ガイドブック広告
（全ページカラー）

グランプリファイナルで配布・販売される公式ガイドブックに広
告を掲載できます。
配布予定時期：2017年7月　※完全データ支給（5月末締切）

1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ

⑩ エスグラアプリ内
商品情報掲載

公式アプリ内の「カタログページ」で、商品情報を掲載
※原稿・写真をご提出いただきます（随時対応） 10商品 5商品 3商品 2商品 1商品 NEW

11月以降の地域勉強会等で放映
※完全データ支給（10月末締切）

グランプリ＆セミファイナルで放映
放映日：2017年7月11日（火）12日（水）
※完全データ支給（2017年6月19日締切）

（A）【ダイヤモンド限定】
グランプリファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル2本
出展日：2017年7月12日（水）
※出展数制限５社まで（先着申し込み順）

１小間 - - - -

（B）セミファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル1本
出展日：2017年7月11日（火）
※出展数制限 15者社まで（ランク順＋先着申し込み順）

１小間 １小間 １小間 - - NEW

（C）グランプリファイナル
来場者へのチラシ配布

グランプリファイナル来場者に配布する資料の中にチラシを同封
させていただきます。
サイズ：A4サイズ以内ペラ1枚もの ※完成品をご納品ください

● ● ● - -

（A）実行委員総会でのプレゼン
【定数アリ】

商品やサービスなどのプレゼンが1回できます。
参加数：60～80名前後の実行委員
候補日：11月16日（名古屋）or 2017年5月（場所未定）
※各候補日、先着申し込み5社まで

20分 15分 10分 - -

（B）エントリーサロンへの
チラシ配布

エントリーサロンにチラシを配布させていただきます。
サイズ：A4ペラ1枚もの（1回）
※完成品をご納品ください（3月頃予定）

● ● ● - -

オプ
ション

グランプリファイナルのステージで企業PR（プレゼン
テーション）ができます。
※2017年4月末申込み期限　先着申込み3社まで
※台本・映像はすべて企業様にてご準備いただきます

5分
＋150万円 - - - -

※上記以外のオプションが期中に追加された場合、全サポーター企業様にご案内いたします。

ご提供いただいた企業様名と商品名を、司会より紹介させ
ていただきます。
数量に定めはありませんが、紹介は1商品（セット）とさ
せていただきます。

● ● - - -

各地域で行われるフェイシャル技術部門エリアファイナル
（支部）へご協賛いただけます。
※金額や特典は、地域によって異なる場合がございます。

● ● ● ● ●

※特典の詳細は、適用時期になりましたら事務局よりご案内させていただきます。

- -30秒 15秒 -

【ダイヤモンド・プラチナ限定】
グランプリ受賞者への副賞提供特別

協賛
フェイシャル技術部門

エリアファイナル（支部）への協賛

【ダイヤモンド限定】
サポーター企業ステージプレゼン

【定数アリ】

選択特典は、定数に達した場合お選びいただけない特典がございます。予めご了承ください

価格（税別）

選択
特典
【２】

⑪ 動画CM

選択
特典
【１】

⑫

⑬

共通
特典

ランク
別特典



基本コンセプト
Basic concept

ランクと特典
サポーターエステティックグランプリ

Supporter Rank and Privilege
年間スケジュール
サポーター

Supporter Membership Agreement

お問合せは事務局まで （ 平日10：00～18：00 ）　TEL:042-634-9003　info@esgra.jp 

6つの取組みと11のコンテンツ

１．サロンのお客様満足度向上

①エスグラ顧客満足度調査
②知識向上取組みシート

２．学びの場を設ける

③地域勉強会
④明日グラ（サロンオーナー交流会）

３．仕事への想いや素晴らしさを振り返る

⑤エステ感動物語コンテスト

４．エステティシャンの輝く場を設ける

⑥フェイシャル技術コンテスト
⑦サロンプレゼンコンテスト

５．未来のエステティシャンづくり

⑧スクール講義
⑨学生技術披露
⑩エステ感動物語学生部門

６．エステティックの素晴らしさを広める

⑪他団体と共に「エステティック
ウィーク」の促進

・エステティック業界の健全性をアピールし、一般消費者から信頼を得て、業界の発展に貢献する
・業界内の横の連携を深めるきっかけとする

・エステティシャン個人の技術のスキルアップ、理論の勉強を深めるきっかけとする
・サロンのチームワークや質の向上に貢献する

・メディアと連携し、サロンの健全性、エステティシャンの社会的地位向上を、消費者に根差すことで、業績向上に貢献する
・エステの市場を拡大し、１兆円産業に向けた業界全体の成長に貢献する

社会性の追求

エステティシャンの
社会的地位向上

エステティック業界の
市場規模回復・拡大

お互い認め合い、
尊重し合う業界へ

教育性の追求

収益性の追求

エステティックから日本を美しく、そして元気に

7月
エントリーサロン募集期間

全体の動き 原稿（データ）提出・特典提供時期の目安

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

2016年

2017年

顧客満足度調査期間

8/8 エントリー締切

観戦チケット発売開始（予定）

エリアファイナル

11（火） セミファイナル

セミファイナル

12（水） グランプリファイナル

⑨
公式ガイドブック
広告データ提出

⑪-2
大会用動画ＣＭ
データ提出

⑥
公式ホームページ用
バナーデータ提出
（随時受付）

エスグラアプリ用
商品情報提出
（随時受付）

⑦
大会無料エントリー権
エントリー期間中であれば
随時対応しています。
ご紹介サロン名を

事務局までお知らせください

⑧

⑩

広報誌広告データ
提出（1回目）

⑬-A
プレゼン候補日
11/16（名古屋）

⑬-B
エントリーサロンへの

チラシ配布

⑬-A
プレゼン候補日
5月（場所未定）

⑫-A
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/12

⑫-B
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/11

⑫-C
 来場者へのチラシ配布
7/12（名古屋）

④
GPファイナル
観戦チケット送付

①
企業名掲載

③
エリアファイナル
観戦チケット送付

②
地域勉強会での
企業紹介

※お申込後随時対応

⑤
地域勉強会
無料ご招待券

※お申込後随時対応

⑪-1
地域勉強会用
動画ＣＭデータ提出顧

客
満
足
サ
ロ
ン
部
門

フェイシャル技術部門

1/18 サポーター懇親会

7/20 サポーター懇親会

フェイシャル技術部門

モデルサロンプレゼン部門

共に学び、共に成長し、共に輝く

■ビジョン ～理想の未来像～

■ビジョン達成のための３つの追求

夢や誇りを持ったエステティシャンが
日本を美しくする

エステティシャンが
最高に輝けるステージを

エステティックサロン同士、エステティシャン
同士で共に学び合うことにより、お互いに切磋琢
磨し、成長していきます。エステティシャンたち
が成長し輝くことで、これからのエステティック
業界に明かりを灯すこと、つまり業界の活性化に
つながると考えています。

エステティシャンが主役となり輝けるステージ
や、お互いに学び合える場を提供することで、エス
テティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持
ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる
と考えています。そんな夢や誇りを持ったエステ
ティシャンたちが１人でも増えていけば、エステ
ティック業界はもちろんのこと、日本が美しく
なっていくと考えています。

エステティシャンが主役となって輝ける最高の
ステージや、お互いに学びあえる場を提供するこ
とで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や
誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるよ
うになる。様々な角度から質の向上につながる環
境や取り組み、また、そのきっかけ作りを行うこと
で、エステティック業界発展の礎となる活動を目
指しています。

大会スローガン 活動目的理　念 項目 詳細 ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

300万円 100万円 50万円 30万円 10万円

① 企業名・ロゴ掲載

公式ホームページ、ガイドブック、公式アプリ、グランプリファ
イナルにて企業名またはロゴを掲載（ランクを限定する場合もあ
ります）
※ロゴデータ支給（ロゴは、企業ロゴでもブランドロゴでも可）
※公式ホームページに掲載する「協賛への想い」を250文字以外
で原稿をご提出いただきます。

● ● ● ● ●

② 地域勉強会で企業紹介

地域勉強会にご参加いただいた際に、司会より企業紹介をさせて
いただきます。
※200文字以内で紹介原稿をご提出いただきます。
1社30秒程度

● ● ● ● ●

③ エリアファイナル
観戦チケット

フェイシャル技術部門エリアファイナルの観戦チケットをご提供 10枚 7枚 5枚 3枚 2枚

④ グランプリファイナル
観戦チケット

グランプリファイナルの観戦チケットをご提供 20枚 10枚 7枚 5枚 3枚

⑤ 地域勉強会
無料ご招待券

全国各地の勉強会に無料で参加できるご招待券です。
お取引きサロン様にもお譲りいただけます。 50枚 30枚 15枚 10枚 5枚

⑥ バナーリンク
エスグラ公式ホームページのTOPページにバナーリンクを掲載
できます。※完全データ支給（随時対応）
月間平均PV：36,705（4月～6月）

（大）
上段

（中）
中段

（小）
下段 - -

⑦ 大会無料エントリー権
エントリー期限 8月8日

第6回大会無料エントリー権をご提供
お取引先サロン様へのご紹介も可能です。
※エントリー期限までの協賛申込みに限り有効

6サロン 3サロン 2サロン 1サロン -

⑧ エスグラ広報誌広告
（全ページカラー）

全国の地域勉強会やエントリーサロン等に配布
配布予定時期：11月～　※完全データ支給（10月末締切） 1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ NEW

⑨ 公式ガイドブック広告
（全ページカラー）

グランプリファイナルで配布・販売される公式ガイドブックに広
告を掲載できます。
配布予定時期：2017年7月　※完全データ支給（5月末締切）

1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ

⑩ エスグラアプリ内
商品情報掲載

公式アプリ内の「カタログページ」で、商品情報を掲載
※原稿・写真をご提出いただきます（随時対応） 10商品 5商品 3商品 2商品 1商品 NEW

11月以降の地域勉強会等で放映
※完全データ支給（10月末締切）

グランプリ＆セミファイナルで放映
放映日：2017年7月11日（火）12日（水）
※完全データ支給（2017年6月19日締切）

（A）【ダイヤモンド限定】
グランプリファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル2本
出展日：2017年7月12日（水）
※出展数制限５社まで（先着申し込み順）

１小間 - - - -

（B）セミファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル1本
出展日：2017年7月11日（火）
※出展数制限 15者社まで（ランク順＋先着申し込み順）

１小間 １小間 １小間 - - NEW

（C）グランプリファイナル
来場者へのチラシ配布

グランプリファイナル来場者に配布する資料の中にチラシを同封
させていただきます。
サイズ：A4サイズ以内ペラ1枚もの ※完成品をご納品ください

● ● ● - -

（A）実行委員総会でのプレゼン
【定数アリ】

商品やサービスなどのプレゼンが1回できます。
参加数：60～80名前後の実行委員
候補日：11月16日（名古屋）or 2017年5月（場所未定）
※各候補日、先着申し込み5社まで

20分 15分 10分 - -

（B）エントリーサロンへの
チラシ配布

エントリーサロンにチラシを配布させていただきます。
サイズ：A4ペラ1枚もの（1回）
※完成品をご納品ください（3月頃予定）

● ● ● - -

オプ
ション

グランプリファイナルのステージで企業PR（プレゼン
テーション）ができます。
※2017年4月末申込み期限　先着申込み3社まで
※台本・映像はすべて企業様にてご準備いただきます

5分
＋150万円 - - - -

※上記以外のオプションが期中に追加された場合、全サポーター企業様にご案内いたします。

ご提供いただいた企業様名と商品名を、司会より紹介させ
ていただきます。
数量に定めはありませんが、紹介は1商品（セット）とさ
せていただきます。

● ● - - -

各地域で行われるフェイシャル技術部門エリアファイナル
（支部）へご協賛いただけます。
※金額や特典は、地域によって異なる場合がございます。

● ● ● ● ●

※特典の詳細は、適用時期になりましたら事務局よりご案内させていただきます。

- -30秒 15秒 -

【ダイヤモンド・プラチナ限定】
グランプリ受賞者への副賞提供特別

協賛
フェイシャル技術部門

エリアファイナル（支部）への協賛

【ダイヤモンド限定】
サポーター企業ステージプレゼン

【定数アリ】

選択特典は、定数に達した場合お選びいただけない特典がございます。予めご了承ください

価格（税別）

選択
特典
【２】

⑪ 動画CM

選択
特典
【１】

⑫

⑬

共通
特典

ランク
別特典



基本コンセプト
Basic concept

ランクと特典
サポーターエステティックグランプリ

Supporter Rank and Privilege
年間スケジュール
サポーター

Supporter Membership Agreement

お問合せは事務局まで （ 平日10：00～18：00 ）　TEL:042-634-9003　info@esgra.jp 

6つの取組みと11のコンテンツ

１．サロンのお客様満足度向上

①エスグラ顧客満足度調査
②知識向上取組みシート

２．学びの場を設ける

③地域勉強会
④明日グラ（サロンオーナー交流会）

３．仕事への想いや素晴らしさを振り返る

⑤エステ感動物語コンテスト

４．エステティシャンの輝く場を設ける

⑥フェイシャル技術コンテスト
⑦サロンプレゼンコンテスト

５．未来のエステティシャンづくり

⑧スクール講義
⑨学生技術披露
⑩エステ感動物語学生部門

６．エステティックの素晴らしさを広める

⑪他団体と共に「エステティック
ウィーク」の促進

・エステティック業界の健全性をアピールし、一般消費者から信頼を得て、業界の発展に貢献する
・業界内の横の連携を深めるきっかけとする

・エステティシャン個人の技術のスキルアップ、理論の勉強を深めるきっかけとする
・サロンのチームワークや質の向上に貢献する

・メディアと連携し、サロンの健全性、エステティシャンの社会的地位向上を、消費者に根差すことで、業績向上に貢献する
・エステの市場を拡大し、１兆円産業に向けた業界全体の成長に貢献する

社会性の追求

エステティシャンの
社会的地位向上

エステティック業界の
市場規模回復・拡大

お互い認め合い、
尊重し合う業界へ

教育性の追求

収益性の追求

エステティックから日本を美しく、そして元気に

7月
エントリーサロン募集期間

全体の動き 原稿（データ）提出・特典提供時期の目安

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

2016年

2017年

顧客満足度調査期間

8/8 エントリー締切

観戦チケット発売開始（予定）

エリアファイナル

11（火） セミファイナル

セミファイナル

12（水） グランプリファイナル

⑨
公式ガイドブック
広告データ提出

⑪-2
大会用動画ＣＭ
データ提出

⑥
公式ホームページ用
バナーデータ提出
（随時受付）

エスグラアプリ用
商品情報提出
（随時受付）

⑦
大会無料エントリー権
エントリー期間中であれば
随時対応しています。
ご紹介サロン名を

事務局までお知らせください

⑧

⑩

広報誌広告データ
提出（1回目）

⑬-A
プレゼン候補日
11/16（名古屋）

⑬-B
エントリーサロンへの

チラシ配布

⑬-A
プレゼン候補日
5月（場所未定）

⑫-A
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/12

⑫-B
 ブース出展（名古屋）

出展日 7/11

⑫-C
 来場者へのチラシ配布
7/12（名古屋）

④
GPファイナル
観戦チケット送付

①
企業名掲載

③
エリアファイナル
観戦チケット送付

②
地域勉強会での
企業紹介

※お申込後随時対応

⑤
地域勉強会
無料ご招待券

※お申込後随時対応

⑪-1
地域勉強会用
動画ＣＭデータ提出顧

客
満
足
サ
ロ
ン
部
門

フェイシャル技術部門

1/18 サポーター懇親会

7/20 サポーター懇親会

フェイシャル技術部門

モデルサロンプレゼン部門

共に学び、共に成長し、共に輝く

■ビジョン ～理想の未来像～

■ビジョン達成のための３つの追求

夢や誇りを持ったエステティシャンが
日本を美しくする

エステティシャンが
最高に輝けるステージを

エステティックサロン同士、エステティシャン
同士で共に学び合うことにより、お互いに切磋琢
磨し、成長していきます。エステティシャンたち
が成長し輝くことで、これからのエステティック
業界に明かりを灯すこと、つまり業界の活性化に
つながると考えています。

エステティシャンが主役となり輝けるステージ
や、お互いに学び合える場を提供することで、エス
テティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持
ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる
と考えています。そんな夢や誇りを持ったエステ
ティシャンたちが１人でも増えていけば、エステ
ティック業界はもちろんのこと、日本が美しく
なっていくと考えています。

エステティシャンが主役となって輝ける最高の
ステージや、お互いに学びあえる場を提供するこ
とで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や
誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるよ
うになる。様々な角度から質の向上につながる環
境や取り組み、また、そのきっかけ作りを行うこと
で、エステティック業界発展の礎となる活動を目
指しています。

大会スローガン 活動目的理　念 項目 詳細 ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

300万円 100万円 50万円 30万円 10万円

① 企業名・ロゴ掲載

公式ホームページ、ガイドブック、公式アプリ、グランプリファ
イナルにて企業名またはロゴを掲載（ランクを限定する場合もあ
ります）
※ロゴデータ支給（ロゴは、企業ロゴでもブランドロゴでも可）
※公式ホームページに掲載する「協賛への想い」を250文字以外
で原稿をご提出いただきます。

● ● ● ● ●

② 地域勉強会で企業紹介

地域勉強会にご参加いただいた際に、司会より企業紹介をさせて
いただきます。
※200文字以内で紹介原稿をご提出いただきます。
1社30秒程度

● ● ● ● ●

③ エリアファイナル
観戦チケット

フェイシャル技術部門エリアファイナルの観戦チケットをご提供 10枚 7枚 5枚 3枚 2枚

④ グランプリファイナル
観戦チケット

グランプリファイナルの観戦チケットをご提供 20枚 10枚 7枚 5枚 3枚

⑤ 地域勉強会
無料ご招待券

全国各地の勉強会に無料で参加できるご招待券です。
お取引きサロン様にもお譲りいただけます。 50枚 30枚 15枚 10枚 5枚

⑥ バナーリンク
エスグラ公式ホームページのTOPページにバナーリンクを掲載
できます。※完全データ支給（随時対応）
月間平均PV：36,705（4月～6月）

（大）
上段

（中）
中段

（小）
下段 - -

⑦ 大会無料エントリー権
エントリー期限 8月8日

第6回大会無料エントリー権をご提供
お取引先サロン様へのご紹介も可能です。
※エントリー期限までの協賛申込みに限り有効

6サロン 3サロン 2サロン 1サロン -

⑧ エスグラ広報誌広告
（全ページカラー）

全国の地域勉強会やエントリーサロン等に配布
配布予定時期：11月～　※完全データ支給（10月末締切） 1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ NEW

⑨ 公式ガイドブック広告
（全ページカラー）

グランプリファイナルで配布・販売される公式ガイドブックに広
告を掲載できます。
配布予定時期：2017年7月　※完全データ支給（5月末締切）

1P 1P 1/2P 1/4ページ 1/8ページ

⑩ エスグラアプリ内
商品情報掲載

公式アプリ内の「カタログページ」で、商品情報を掲載
※原稿・写真をご提出いただきます（随時対応） 10商品 5商品 3商品 2商品 1商品 NEW

11月以降の地域勉強会等で放映
※完全データ支給（10月末締切）

グランプリ＆セミファイナルで放映
放映日：2017年7月11日（火）12日（水）
※完全データ支給（2017年6月19日締切）

（A）【ダイヤモンド限定】
グランプリファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル2本
出展日：2017年7月12日（水）
※出展数制限５社まで（先着申し込み順）

１小間 - - - -

（B）セミファイナルでの
ブース出展【定数アリ】

1小間：会議テーブル1本
出展日：2017年7月11日（火）
※出展数制限 15者社まで（ランク順＋先着申し込み順）

１小間 １小間 １小間 - - NEW

（C）グランプリファイナル
来場者へのチラシ配布

グランプリファイナル来場者に配布する資料の中にチラシを同封
させていただきます。
サイズ：A4サイズ以内ペラ1枚もの ※完成品をご納品ください

● ● ● - -

（A）実行委員総会でのプレゼン
【定数アリ】

商品やサービスなどのプレゼンが1回できます。
参加数：60～80名前後の実行委員
候補日：11月16日（名古屋）or 2017年5月（場所未定）
※各候補日、先着申し込み5社まで

20分 15分 10分 - -

（B）エントリーサロンへの
チラシ配布

エントリーサロンにチラシを配布させていただきます。
サイズ：A4ペラ1枚もの（1回）
※完成品をご納品ください（3月頃予定）

● ● ● - -

オプ
ション

グランプリファイナルのステージで企業PR（プレゼン
テーション）ができます。
※2017年4月末申込み期限　先着申込み3社まで
※台本・映像はすべて企業様にてご準備いただきます

5分
＋150万円 - - - -

※上記以外のオプションが期中に追加された場合、全サポーター企業様にご案内いたします。

ご提供いただいた企業様名と商品名を、司会より紹介させ
ていただきます。
数量に定めはありませんが、紹介は1商品（セット）とさ
せていただきます。

● ● - - -

各地域で行われるフェイシャル技術部門エリアファイナル
（支部）へご協賛いただけます。
※金額や特典は、地域によって異なる場合がございます。

● ● ● ● ●

※特典の詳細は、適用時期になりましたら事務局よりご案内させていただきます。

- -30秒 15秒 -

【ダイヤモンド・プラチナ限定】
グランプリ受賞者への副賞提供特別

協賛
フェイシャル技術部門

エリアファイナル（支部）への協賛

【ダイヤモンド限定】
サポーター企業ステージプレゼン

【定数アリ】

選択特典は、定数に達した場合お選びいただけない特典がございます。予めご了承ください

価格（税別）

選択
特典
【２】

⑪ 動画CM

選択
特典
【１】

⑫

⑬

共通
特典

ランク
別特典



サポーター申込書
第7回エステティックグランプリ

Supporter Application

ご記入日

フリガナ 肩書き

▼すべて必須項目ですので、ご記入漏れのないようご協力お願いします。

平成28年 月 日

お申込みされる会員種類に チェックを入れてください。

チェックを入れてください。

会 社 名 代表者様

フリガナ

上記と同じ場合は

ご請求書
送付先

〒

TEL

ご担当者

FAX

役職

URL

携帯

紹介者名

E-mail①

E-mail②
※メールアドレスは、複数登録可能です。
事務局からの連絡手段として使用させていただきます。

※エステティックグランプリ紹介者のご記入にご協力ください。

※公式ホームページ（サポーター企業一覧）のリンク用に使用しますので、自社サイトをお持ちの場合は、URLをご記入ください。

ー

〒 ー

会社所在地

プラチナ
（100万円）

ダイヤモンド
（300万円）

シルバー
（50万円）
ゴールド

（30万円）
ブロンズ
（10万円）

フリガナご連絡
担当者様

氏名

氏名

役職

資料送付先

お申込み完了までの流れ

お申込書FAX
事務局より

ご請求書・ご契約書
を送付

ご契約書の返送 サポーター会費
お振込み

サポーター
登録完了

FAX 042-623-2210
一般社団法人エステティックグランプリ事務局　〒192-0072　東京都八王子市南町3-8 第二原嶋ビル３Ｆ

お問合せは事務局まで （ 平日10：00～18：00 ）　TEL：042-634-9003　info@esgra.jp 

大会概要

サポーター募集期間とサポーター期間
募集期間
サポーター期間

2016年7月1日～ 9月30日（期間終了後もお申込みは可能ですが、ご提供できない特典があります。予めご了承ください）
お申込み ～2017年7月31日

窓口となって連絡等を行っていただける方をご記入ください。

サポーター企業募集のご案内
第7回エステティックグランプリ

　まず、日頃より、エステティックグランプリにご支援・ご協力を頂き、心より御礼を申し上げます。皆様に支えられ、エステティッ
クグランプリは、おかげさまで第７回を迎えることができました。業界が発展するためには、取り巻く環境の変化にも対応すべく、
労働基準法などを含めたコンプライアンスや、他にも考えていかねばならない問題がたくさんあると認識しております。誰かが変
えてくれるという考えを捨て、自分たちが変わることが今必要だと思い、「業界発展」や「エステティシャンが輝く」ために、全
国の理事・実行委員が勇気を持って一歩踏み出すことが大切だと考え、今期のテーマは「前進」としました。
エステティックへの信頼度が更に高まり、エステティシャンの社会的地位が向上し、業界における市場規模の拡大を目指し、
取り組んで参りたいと思っています。実行委員一同、今期も力を合わせて業界発展に取り組み、活動して参りますので、今後とも、
ご支援賜りますようお願い申し上げます。

理事長
おくむら まさゆき
奥村 優之

理事長あいさつ

規約
サポーター

Supporter Agreement

一般社団法人エステティックグランプリ（以下エスグラという）と協賛企業(以下サポーターという)は、エスグラが運営する活動に対して
サポーターが協賛する事に関して、以下の規約を定めます。

第1条（エスグラの目的と趣旨）

第3条（協賛契約の締結について）
サポーターは、エスグラの理念および目的を理解した上で本規約に同意し、所定の申込手続き及び以下の協賛金の支払いをエスグラに対して完了した時点で
協賛契約が締結します。

エスグラは、"共に学び、共に成長し、共に輝く"という理念の元に、エステティシャンが主役となって輝ける最高のステージや、お互いに学びあえる場を提供する
ことで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる事を目指し、エステティック業界発展の礎となる活
動を行います。

第4条（協賛金とサポーター名称）
サポーターは協賛口数に応じて、下記の称号で呼応されます。なお、1口の金額は10万円（税別）とします。

第5条（協賛契約期間）
協賛期間の有効期限は協賛契約の締結から、エスグラが運営するグランプリ大会開催月の末日までとします。（第7回大会は2017年7月12日）

第6条（サポーターの特典）
1. サポーターはグランプリ大会およびエスグラが運営する勉強会おいて、申し込み口数に応じた特典を受ける事ができます。
2. 特典は、第三者に譲渡する事はできません。
3. エスグラはサポーターに対し事前に通知した上で、特典の内容を変更する事ができます。
　（特典詳細は、中面の特典表参照）

サポーターは契約期間中、エスグラの名前およびロゴを無償にて、プロモーション活動等に使用する事ができます。但し、大会名称およびロゴの所有権はエス
グラに帰属する為、使用に際しては事前にエスグラに通知するものとします。

第7条（ロゴおよび名称の使用等）

第8条（サポーター活動の禁止事項）
1. エスグラの行う大会および勉強会などの開催中は、決められた時間以外での営業活動を行ってはならない。
2. エスグラの行う大会および勉強会の参加サロンへの、過度の勧誘および販売行為は行ってはならない。
3. 「エステティックグランプリ推奨」「エステティックグランプリ絶賛」等の、あたかもエスグラが推奨しているかのような表現をし、企業ならびに商品の宣伝活動
を行ってはならない。

第9条（契約の解除）
サポーターは所定の手続きを行い、契約を解除する事ができます。ただしエスグラは受領済の協賛金は返還の義務を一切負わないものとします。

第10条（契約の取消）
エスグラはサポーターに次の事由が生じた場合、協賛契約を取り消すことができるものとします。
1. 本規約第８条に定める禁止事項に抵触しエスグラから注意喚起しても、なお状況が改善されない時。
2. サポーターが規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、エスグラの運営を妨げ、エスグラの名誉、信用を傷つける行為があった場合
3. 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
4. 法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき
5. 法人の役員が逮捕または起訴されたとき

第11条（個人情報）
エスグラは、申し込みの際に提出された個人情報について、サポーターへの資料の送付、イベントの案内などにのみ使用できるものとし、サポーターの承諾が
ない限り、収集した個人情報を当該目的以外に使用せず、又第三者に提供しません。ただし、次の場合は除くものとします。
1. 法令による開示義務が課せられた場合。
2. 行政庁、裁判所、その他の公的機関により開示する事が要請された場合。

第12条（不可抗力）

第2条（エスグラの運営）
エスグラは、以下の運営をします。
1. 理念と目的に賛同する実行委員の募集と、理事の選出および一般社団法人の運営
2. エステティック業界の発展を願う企業、政府機関、学校、団体、サロン、個人に対して、エスグラへの理解を深める活動
3. エスグラの運営する活動に参加するサロンの募集と全国のエステサロンの模範になるサロンの選出
4. 模範となるサロンを決定するグランプリ大会およびそれに付属する大会の運営
5. エスグラの活動に参加するサロンの品質向上に繋がる勉強会の開催
6. サポーターの特典の履行に必要な事項
7. その他エスグラの運営に関わる関連事項

30口　300万円　ダイヤモンドサポーター
10口　100万円　プラチナサポーター
 5口　  50万円　ゴールドサポーター
 3口　  30万円　シルバーサポーター
 1口　  10万円　ブロンズサポーター

天災事変等その他の不測の事態によりグランプリ大会が開催できなかった場合、もしくは開催途中に中止した場合は、エスグラはサポーターに対しその責を
負わないものとします。

第13条（協議）
本規約に定めなき事項については、双方協議のうえ決定するものとします。

附則
本規約は、平成２６年５月１日から実施するものとします。

R

主催：一般社団法人エステティックグランプリ

●顧客満足サロン部門
モニター調査期間 9月～2017年 1月（ランキング発表２月）

●フェイシャル技術部門

●グランプリファイナル

エリアファイナル 2017 年 4月頃（会場は各地域）
セミファイナル    2017 年 7月 11日（火）名古屋国際会議場（白鳥ホール）

2017年 7月 12日（水）　名古屋国際会議場（センチュリーホール）

●モデルサロンプレゼンテーション部門
セミファイナル 2017 年 5月頃（会場未定）
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ことで、エステティシャンたちが、自らの仕事に夢や誇りを持ち、向上心と明確な目標を掲げられるようになる事を目指し、エステティック業界発展の礎となる活
動を行います。

第4条（協賛金とサポーター名称）
サポーターは協賛口数に応じて、下記の称号で呼応されます。なお、1口の金額は10万円（税別）とします。

第5条（協賛契約期間）
協賛期間の有効期限は協賛契約の締結から、エスグラが運営するグランプリ大会開催月の末日までとします。（第7回大会は2017年7月12日）

第6条（サポーターの特典）
1. サポーターはグランプリ大会およびエスグラが運営する勉強会おいて、申し込み口数に応じた特典を受ける事ができます。
2. 特典は、第三者に譲渡する事はできません。
3. エスグラはサポーターに対し事前に通知した上で、特典の内容を変更する事ができます。
　（特典詳細は、中面の特典表参照）

サポーターは契約期間中、エスグラの名前およびロゴを無償にて、プロモーション活動等に使用する事ができます。但し、大会名称およびロゴの所有権はエス
グラに帰属する為、使用に際しては事前にエスグラに通知するものとします。

第7条（ロゴおよび名称の使用等）

第8条（サポーター活動の禁止事項）
1. エスグラの行う大会および勉強会などの開催中は、決められた時間以外での営業活動を行ってはならない。
2. エスグラの行う大会および勉強会の参加サロンへの、過度の勧誘および販売行為は行ってはならない。
3. 「エステティックグランプリ推奨」「エステティックグランプリ絶賛」等の、あたかもエスグラが推奨しているかのような表現をし、企業ならびに商品の宣伝活動
を行ってはならない。

第9条（契約の解除）
サポーターは所定の手続きを行い、契約を解除する事ができます。ただしエスグラは受領済の協賛金は返還の義務を一切負わないものとします。

第10条（契約の取消）
エスグラはサポーターに次の事由が生じた場合、協賛契約を取り消すことができるものとします。
1. 本規約第８条に定める禁止事項に抵触しエスグラから注意喚起しても、なお状況が改善されない時。
2. サポーターが規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、エスグラの運営を妨げ、エスグラの名誉、信用を傷つける行為があった場合
3. 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
4. 法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき
5. 法人の役員が逮捕または起訴されたとき

第11条（個人情報）
エスグラは、申し込みの際に提出された個人情報について、サポーターへの資料の送付、イベントの案内などにのみ使用できるものとし、サポーターの承諾が
ない限り、収集した個人情報を当該目的以外に使用せず、又第三者に提供しません。ただし、次の場合は除くものとします。
1. 法令による開示義務が課せられた場合。
2. 行政庁、裁判所、その他の公的機関により開示する事が要請された場合。

第12条（不可抗力）

第2条（エスグラの運営）
エスグラは、以下の運営をします。
1. 理念と目的に賛同する実行委員の募集と、理事の選出および一般社団法人の運営
2. エステティック業界の発展を願う企業、政府機関、学校、団体、サロン、個人に対して、エスグラへの理解を深める活動
3. エスグラの運営する活動に参加するサロンの募集と全国のエステサロンの模範になるサロンの選出
4. 模範となるサロンを決定するグランプリ大会およびそれに付属する大会の運営
5. エスグラの活動に参加するサロンの品質向上に繋がる勉強会の開催
6. サポーターの特典の履行に必要な事項
7. その他エスグラの運営に関わる関連事項

30口　300万円　ダイヤモンドサポーター
10口　100万円　プラチナサポーター
 5口　  50万円　ゴールドサポーター
 3口　  30万円　シルバーサポーター
 1口　  10万円　ブロンズサポーター

天災事変等その他の不測の事態によりグランプリ大会が開催できなかった場合、もしくは開催途中に中止した場合は、エスグラはサポーターに対しその責を
負わないものとします。

第13条（協議）
本規約に定めなき事項については、双方協議のうえ決定するものとします。

附則
本規約は、平成２６年５月１日から実施するものとします。

R

主催：一般社団法人エステティックグランプリ

●顧客満足サロン部門
モニター調査期間 9月～2017年 1月（ランキング発表２月）

●フェイシャル技術部門

●グランプリファイナル

エリアファイナル 2017 年 4月頃（会場は各地域）
セミファイナル    2017 年 7月 11日（火）名古屋国際会議場（白鳥ホール）

2017年 7月 12日（水）　名古屋国際会議場（センチュリーホール）

●モデルサロンプレゼンテーション部門
セミファイナル 2017 年 5月頃（会場未定）
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