
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3階
TEL：042-634-9003　FAX：042-623-2210
受付時間：10：00～18：00（土日祝除く）
E-mail：info@esgra.jp

第11回エステティックグランプリ
フェイシャル技術部門

エリアファイナル

出場サロン
全国共通マニュアル

本紙は、エリアファイナルに出場されるサロンが本番までの対策と準備ができるよう作成されています。
審査規定や評価項目だけでなく、出場にあたり大切な事項が記載されています。

よくお読みいただいた上で、ご不明な点はお問い合わせください。

審査に関わるご質問やお問い合わせは、以下事務局へお願いします。

　!!注意!!
　延期させて頂いた第10回大会から
　「競技規定・各種ルール等」変更に
　なっている箇所がありますので
　よくご確認ください。

理事長　大杉みどり より
出場されるエステティシャンの皆様への

メッセージです。
是非、ご覧ください。



グランプリファイナルまでの流れ
①エリアファイナル出場
■北海道エリア　　　　3月25日（木）　　カナモトホール（札幌市民ホール：第１会議室）
　出場６サロン　　→　グランプリファイナル進出１サロン
■東北エリア　　　　　3月30日（火）　　エルパーク仙台（ギャラリーホール）
　出場６サロン　　→　グランプリファイナル進出１サロン
■関東甲信越エリア　　3月4日  (木)　　　全電通労働会館（多目的ホール）　
　出場４０サロン　→　グランプリファイナル進出５サロン
■中部北陸エリア　　　4月13日（火）　　名古屋国際センター（別棟ホール）
　出場８サロン　　→　グランプリファイナル進出１サロン
■関西エリア　　　　　3月16日（火）　　堺市産業振興センター（イベントホール）
　出場１６サロン　→　グランプリファイナル進出２サロン
■中国四国エリア　　　3月22日（月）　　岡山国際交流センター（8階イベントホール）
　出場６サロン　　→　グランプリファイナル進出１サロン
■九州沖縄エリア　　　3月24日（水）　　アルマリアン福岡（3階モダンクリスタル）
　出場８サロン　　→　グランプリファイナル進出１サロン

グランプリファイナル出場サロン決定（全国１２サロン）

　②グランプリファイナル 競技オリエンテーション

　　オンライン（ZOOM）開催

③事前審査

④グランプリファイナル本番
６月2日（水）9：00～18：00（予定）グランキューブ大阪

エリアファイナル（地区大会）について

重要です!!

　　出場サロンに対して、競技規定・審査項目・事前準備物や当日の流れなどの説明を行います。
　　エントリーナンバーもこの場で決定します。（複数アクセス・複数名参加可）

※グランプリファイナルは、カウンセリングシート・小テスト・技術の３項目で評価されます。

カウンセリングシートを事前に提出頂きます。

第11回大会は、グランプリファイナル（全国大会）代表サロンの選考だけでなく、その地域の上位
サロンを決定します。当日の発表は、グランプリファイナル進出の有無に関係なく、優勝・準優
勝・３位のサロンを発表・表彰します。※４位以下は公表されません。

　　4月16日（金）10：00～13：00
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第11回エステティックグランプリ　フェイシャル技術部門

エリアファイナル競技規定（共通ルール）

行程 規定

モデル・競技者は、ベットの横に立っている状態で開始とする

行程の一番初めにクレンジングを行うこと（前操作等は不可）
※モデルは共通メイク用品でセルフメイクをした状態です
※ディープクレンジング等、方法は自由（クレンジングの時間制限はありません）

フェイシャルにプラスされる技術であれば、足・腕など他のボディ部位のケアが可能

パック、ハンディー機器・道具の使用可能（使用の有無及び内容は自由）
※スチーマー及びワゴンに置けない大型機具の使用は不可とする

終了 モデルのターバン・ケープを外し、ベットから立っている状態で終了とする

・ワゴンは１台です（自サロンでご用意ください）化粧品・リネンなど使用するものは全てサロンでご準備ください。

・電源を要するもの（ハンディタイプの美容機器等）を使用する場合は、事前申請が必要です。

　※スチーマー及びワゴンに置けない大型機具の持ち込み・使用は不可となります。

お水は、会場内のお化粧室が使えますが、お湯が必要な場合は、保温ポット（魔法瓶）に入れご持参ください。
※電気ポット・ヒートマット・ドライヤーなど、電力を使用する一般家電の持ち込み・使用は終日禁止です。

・忘れ物があっても、会場での貸し出しのご用意はありませんので、事前によくお確かめください

・出場者サロン同士の備品について「当日の貸し借り」は禁止となります（同じ会社内のサロンであれば共通使用可）

②フェイシャルトリートメント
以下の規定に沿ったフェイシャルメニューを組み立て、トリートメントを行うこと

本マニュアルと同送された所定のカウンセリングシート・行程表に、トリートメントに添った内容を全て記入し、完成さ
せた状態で当日持参すること
※記入方法は手書き・データ入力いずれも可としコピーを持参（返却はありません）

①カウンセリングシート

■施術で使用する備品について※詳しくは5ｐ参照

クレンジング
フリー手技

仕上げ

時間

開始

45分

タイムコールは、以下のようにカウントします。
10分経過です　→　20分経過です　→　30分経過です　→　残り10分です　→　残り5分です　→　残り3分です　→
残り1分です　→　30秒前　→　10秒前　→　9.　8.　7.　6.　5秒前、4.　3.　2.　1.　はい、終了です
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第11回エステティックグランプリ　フェイシャル技術部門

エリアファイナル審査項目と評価基準

合計 100点
No 配点60点
1 3

4
4
4
4
4
3
3
3

5 4
6 3
7 4
8 3
9 1

3
2
2

1

12 2
【遅刻】競技者・モデルが集合時間に集合場所にいない※減点 -5
【モデル】規定に違反したモデルでトリートメントを行った※減点 -3

段階評価 判定評価（記載点数または０点）

▮同点ルールについて
同点が発生した場合は、以下の順番で順位が決定されます。
①フェイシャル技術部門における配点（60点）の高い方が優先
②仕上がりの配点（8点）の高い方が優先
▮リザルト（得点結果）について
獲得点は、全ての地域のエリアファイナル終了後（4月下旬）に各サロンにフィードバックします。

規定違反

10 仕上がり

アイメイク（シャドウ・ブロウ・マスカラ）が全て拭き取られている

オイルやパック等、使用した粧材が除去されており、整肌粧材（クリーム等）も丁
寧に伸ばし仕上げられている（髪・耳・デコルテ含む）
トリートメントを終了させ、44～45分の間で

ファンデーションが拭き取られている

13

モデルをベットから立たせ、競技者と共に立っている
終了時間11

当日の集合時間に完成されたカウンセリングシート・行程表を提出した　

リップが拭き取られている

カウンセリングシート

拭き取り タオル・コットン・スポンジ等、拭き取りが丁寧かつ適正である

4 全体の流れ（動作）
タオルワークが丁寧かつスムーズで、タオルが美しい状態に保たれている
無駄のない動きで、手際よくトリートメントが行われている
粧材・機具の取り扱いがスムーズで、丁寧かつ適正である

なめらかさ（リズミカルで連続性のある動作）

 手技
（フェイストリートメント）

※顔・首・デコルテ部位
2

3
体重移動

姿勢・体勢

以下項目を審査員が評価し平均点で算出 ※小数点2桁まで算出

審査項目 評価基準

密着
強弱

クレンジング 手際

60点

顧客満足サロン部門

フェイシャル技術部門

3

姿勢・体勢

衛生と整頓 トリートメント中、手指や粧材・機具が衛生的かつ整理整頓されている
ホスピタリティ モデルに対しての配慮がある
審査員フリー 最も重要視している点を評価（審査員個々の内容）
身だしなみ 爪・髪・服装※シューズ含む（清潔感）

カウンセリングシート・行程表の記入・提出（当日朝の集合時）

計算式：モニター調査獲得点×40÷400=○○点
例：367点の場合は、367×40÷400＝36.7が持ち点となります。 ※小数点1桁まで算出

40点

第10回の顧客満足サロン部門（モニター調査２回）で獲得した得点を
40点に置き換えます。
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第11回エステティックグランプリ　フェイシャル技術部門

トリートメントを受けるモデルについて

また、モデルご本人にはセルフメイクをして頂きます。（使用するメイク用品はエスグラで用意します）

当日モデルがするメイクアップ　※ウォータープルーフタイプではありません。

　　　　　　　　　 メイクアップ粧材は「ノンルース ビオシリーズ」を使用します　　
メーカー問合せ先/株式会社ベルマン本社　 ℡.06-6536-1415　　

　　　　※アイブロウやリップのみ行っている場合も違反となります。

※アレルギー体質・てんかん・妊娠中・アトピー性皮膚炎など、皮膚や健康状態に異常を見受けられる方はおやめください。

当日、フェイシャルトリートメントを受けるモデルは、以下に従い決定してください。

　【 モデル規定 】

3）肌や健康・精神状態に問題がなく、健やかな成人であること。

　以下の項目に一つでも該当する場合は、規定違反となり減点となりますのでご注意ください。

　　2）まつ毛エクステンションをしている。

1）ボディを含め、トリートメントをする部位にボディアートや入れ墨が入っている方は不可。
2）２０歳以上の女性であること。

　　1）顔（まゆ毛やアイライン等）にアートメイクや入れ墨が入っている。

　　3）集合時にメイクをしている。
　　　　※当日モデルは必ず「ノーメイク（すっぴん）」で同伴することが条件となります。

⑦リップ
商品名：ルージュⅡRO-41

④アイライン
（上下）
商品名：アイカラーＢ-Ⅱ

③アイシャドウ
商品名：アイカラーＧ-Ⅱ

①ファンデーション
商品名：ツーウェイUV 31（オークル）

②アイブロウ
商品名：アイカラーＢ-Ⅱ

⑤マスカラ
（上まつ毛のみ）

⑥チーク
商品名：チークカラーOまたはP
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準備について

【共通備品について】会場に用意されている備品は、以下の２つとなります。

②ホットキャビ

折りたたみリクライニングベッド
EB-05DX（ホワイト）
メーカー：ビューティガレージ

サイズ：幅66cm ×長さ185cm
※ヘッドレストはありません

モデル身長は157cm
サイズ：高さ25.5cm×横幅35cm
奥行：28cm

床から脚が入る部分までの高さは
約50cmです（全サロン統一） ※タオル5～７本収納可能

※扉は左から右に開くタイプ
関東甲信越エリアのみ仕様が
異なる場合があります

【各サロンで準備する備品について】

Ａ：使用する粧材（機器）・道具一式

Ｂ：競技者・モデルが着用する制服やガウン等一式

Ｃ：リネン類・ゴミ用備品

・ゴミ箱・ゴミ袋・使用済タオル入れ　等

Ｄ：競技終了後の梱包用品・その他

・汚物入れ用ゴミ袋・段ボール・ガムテープ　　等

施術ベットの仕様は、こちらの動画をご確認ください➡

　※名札は必要ありません（競技中は外して頂きます）

　①施術ベット（折りたたみ式）
　注意： スツールはありません（持ち込み可）

　※競技者はマスクを着用して施術を行って頂きます

※粧材は、小分けなど別の容器への移し替えも可能です。また、当日（競技前）パックなどの作り置きも可能です。

以下を参考に各サロンの責任の下ご準備・ご用意・会場までの運搬（発送）をお願いします。

※備品の発送場所及び着日指定は、本マニュアルに添付されている「競技備品の発送案内（荷姿表）」に従ってください。

・リネン（敷タオル、上掛けタオル、ターバン、フェイスタオル）他必要なもの全て

・マスク・制服・シューズ・モデル用ガウン（移動用上着）・モデル用スリッパ・その他必要なもの全て（形状・色自由）

※ハンディー機器など、電力を使用する機器を持ち込む場合は、「出場サロン事前申請書」にご記入ください。

終了後は、エスグラで用意された佐川急便orヤマト宅急便（着払い伝票）を使用し返送してください。

※競技に使用する備品の中で「使用済タオル入れ」のみ、ベットの下に置くタイプでもOKです。それ以外の備品は全てワゴンに
置いてください。

・ワゴン１台まで・化粧品・パック粧材・機器・道具・コットン・ガーゼ・手指消毒剤・他消毒関連・綿棒・ボール・スパチュ
ラ・精製水・その他施術に必要なもの全て
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第11回エステティックグランプリ　フェイシャル技術部門

感染予防対策について

　競技者に行って頂く事

・

・

　モデルに行って頂く事

・

・

・

■競技時のフィジカルディスタンスについて

1ベットあたり2ｍ×3ｍのスペースで配置し、競技を行って頂きます。

■フェイスシールドの支給について

当日、競技者・モデルにフェイスシールドを配布します。※持参可

■共通メイク用品について

出場の有無は、本ページの記載事項を確認した上で各サロンでご判断ください。

1）当日の朝、7ｐにある健康チェックシートを記入しご持参ください

上記に当てはまる場合は、競技者に連絡してください（モデルは当日変更可）

体温が37.5度以上ある場合は来場不可（出場は棄権）となります

チェック項目に１つでも「あり」がある場合は来場不可（出場は棄権）となります

2）マスク着用で来場してください※競技中もマスク着用で施術を行って頂きます

1）当日の朝7ｐにある健康チェックシートを記入しご持参ください

体温が37.5度以上ある場合は来場しないでください

チェック項目に１つでも「あり」がある場合は来場しないでください

※競技者と会場待ち合わせの場合、健康チェックシートの記入は、会場到着後で構いませんが、
チェック項目は、ご自宅や滞在先で必ず確認してから出発してください。

　会場での対策について

2）マスク着用で来場してください

モデルが使用するメイク用品は、パレットなどで個別対応し、マスカラ等、個別にできないものは、使い
捨てブラシを用意します。
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健康チェックシート
当日の朝、会場入りされる前にご記入頂きご持参ください

競技者本人
行動確認

発熱 あり・なし 家族・同居人に発熱 あり・なし

咳 あり・なし
感染者・感染の疑いのある方
との濃厚接触の可能性

あり・なし

倦怠感・だるさ あり・なし
過去２週間以内の海外渡航
（本人）

あり・なし

息苦しさ あり・なし
過去２週間以内の海外渡航
（家族・同居人）

あり・なし

喉の痛みなどの風邪の症状 あり・なし 検温※入館時に行います

嗅覚・味覚の異常 あり・なし 体温 度

モデル本人
行動確認

発熱 あり・なし 家族・同居人に発熱 あり・なし

咳 あり・なし
感染者・感染の疑いのある方
との濃厚接触の可能性

あり・なし

倦怠感・だるさ あり・なし
過去２週間以内の海外渡航
（本人）

あり・なし

息苦しさ あり・なし
過去２週間以内の海外渡航
（家族・同居人）

あり・なし

喉の痛みなどの風邪の症状 あり・なし 検温※入館時に行います

嗅覚・味覚の異常 あり・なし 体温 度

上記の記載内容に間違いはありません

体調管理（過去２週間以内）

体調管理（過去２週間以内）

サロン名：

モデル名：競技者名：

記入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日 エントリーNo.
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競技（審査）について

Q 音の鳴るストップウォッチは使用できますか？
自分にだけ聞こえる「音の小さいタイプ」であれば大丈夫です。

Q ホットキャビの大きさはどのくらいですか？
タオルの厚みにもよりますが、フェスタオルが5～7枚程度入る大きさです。

Q 競技時間45分に、最後のベットメイキングは含まれますか？
開始時と同じ状態にする規定はありませんが、評価に関することは審査項目を確認しご自身でご判断ください。

Q 終了時のモデルはどういう状態にしなくてはいけませんか？
競技規定及び審査項目（評価基準）をご確認ください。

当日の会場や環境について
Q ベットやホットキャビ・ワゴンや備品との距離や配置はどんな感じですか？

会場によって異なりますので、当日の朝、ご確認ください。

Q エステティックグランプリ出場に関して、交通費はでますか？
各サロンのご負担となります。

Q ベットは高さを調節できるのかどうか？セッティングの時間はありますか？
頭の高さは、ベットが斜め（リクライニング）になるので変えられますが、
ベッド全体の高さ調整はできません。また、セッティングの時間を設けてあります。

Q ワゴンの位置は左右決まっているのか
基本的には、自由ですが、会場によりスペースに制限があり、指定させて頂く場合があります。

モデルについて
Q モデル用ガウンの形状は？

形状は自由ですので、ご自身のサロンでご用意ください。
また、当日は、移動時に羽織るもの（寒いので）をご用意ください。

Q モデルのスリッパは必要ですか？
ご用意をお願いします。

よくある質問（ＦＡＱ）
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