
ボディ
結果出し
部門

エントリー料金

 12,000 円（税抜）

第10回エステティックグランプリ

❶ ボディの施術（エステティック）メニューがあるサロン
❷ 領収書 (レシート )など料金明細を発行している
❸ 資格を要する施術を無許可で行っていない

① 女性として生まれてきた方
② 20 歳以上の健康な方
③ 身体にボディアート（タトゥー）が入っていない方
④ その他各サロンの禁忌に準じる

エントリー期限

モデル選び・ビフォー値測定＆撮影

結果出し期間

ビフォー・アフター結果申請期限

一次審査通過90サロン発表

二次審査

三次審査

ボディ結果出し部門
グランプリファイナル

エントリー申込みをした順にスタートができ、事務局から以下が送付されます。

基準プロポーション一覧をご確認いただき、サロンのアイテム（施術・商品など）
を使用し結果を出してください。

モデルが決まったらスタート時点の数値を採寸し写真(Before)を撮影してください。
モデルスタート証明書をモデル本人が手に持った状態で撮影することが条件です

スタート時点でモデルを1名に絞る必要はありません。
最終的に一番結果の出たモデル (１名 ) で申請すれば OK です !

★ ポイント1 ★

結果出しは、エステティックメニューだけでなく、健康食品・クリーム・
機械等、エステサロンで扱えるものであれば使用可能です。
※使用アイテムの制限はありません。

★ ポイント2 ★

2020年 3月末予定　三次審査用資料を提出
① その時点でのモデルの数値結果と写真
② ビデオレター
③ プランニングシート（担当エステティシャン筆）

モデルの終了（After）の数値と写真を web フォームに申請してください。
期限：1/14迄　※以降は、申請いただけなくなります。
※Before もこのタイミングで入力します

2020年 1月 22日
上位 90サロンを公式ホームページで発表

代表３サロンが、担当エステティシャンとモデルを中心に結果出しプランなどを
サロンの取り組みとしてプレゼンし、グランプリが決定します。

モニター調査は、ボディ結果出し部門オリジナルの調査項目で行います。
CSマーク・賞状等は発行されません。
※清潔感やカウンセリングなど、基本項目のみを調査し、顧客満足等を図る項目
がないため
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上位 20サロンが出場権獲得

上位3サロンが出場権獲得（17サロンには優秀賞を授与）

エントリー条件

モデル規定

【モデルのビフォーアフター写真について】
ご提出いただく写真は、審査のために全て顔が分かるものをご提出いただきますが、
無断でホームページ等で個人が分かる公開はしません。また、モデルは本名でなくて
もOKです。ただし、上位入賞した場合にはホームページ等で写真やお名前を掲載し
ますが、ビフォーアフター写真の顔出しについては事前に確認をさせていただきます。

③ エントリーマニュアル
・基準プロポーション一覧（体重・体脂肪・採寸箇所）
・結果数値の申請方法（web限定）
・モニター調査項目 (ボディ結果出し部門専用 )

① エントリー費用ご請求書
② モデルスタート証明書



共に学び、共に成長し、共に輝く 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

エステティックグランプリとは

サロンのお客様満足向上
●エスグラ顧客満足度調査（モニター調査）

学びの場を設ける
●地域勉強会

　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

の取り組み内容

取り組み

1

取り組み

2

お客様目線で見た接客やサービスを、具体的な取り組み項目として提供し、一般消費者がモ
ニターとなって評価しています。

仕事への想いや素晴らしさを振り返る
●エステ感動物語（作文）

取り組み

3 エステティックへの想いは人それぞれです。何故エステティシャンになったのか？エステ
ティックの好きな所は何か？などを文字にして想いを表現することで、改めて自分を振り返
ることのできる場を提供しています。

売上アップのノウハウや、集客やスタッフの育成など様々なテーマで開催し、業界内外の専
門的な講師を招き、サロンワークに活かせる知識を学びます。

●明日グラ（サロンオーナー交流会）
「隣のサロンは、どのように問題を解決しているのか？」「人材育成はどうしているか？」な
ど経営者の方々が、共に話し合うことのできるオーナー向け交流会を実施しています。

エステティシャンの輝く場を設ける

「地区大会・全国大会の実施」
●フェイシャル技術コンテスト取り組み

4 コンテスト出場を通じて技術や理論をさらに勉強するきっかけにしていただき、業界全体の
エステティシャンの技術力向上を目指しています。

●ボディ結果出しコンテスト
痩身結果を競うコンテストを通じて、お客様と共に歩み、モデルとなるお客様を主役に
痩身美を競います。エステティックが目指すボディラインの美しさを目標にお客様との絆を
深め、信頼の証でもある「結果」を導き出すことによりお客様と向き合えるコンテストを目
指しています。



ボディ結果出し部門とは

コンテスト概要

エントリーサロンの声

ボディ結果出し部門で期待出来る効果&能力UP

ボディ結果出し部門は、痩身結果を競うコンテストで、手技や技術
を評価するものではありません。お客様と共に歩み、モデルとなる
お客様を主役に痩身美を競います。サロンにとって、結果は信頼の
証であり、エステティックが目指すボディラインの美しさを目標に
お客様との絆を深め、エステティシャンたちがより深く学び成長で
きるきっかけとなることを願っています。

結果出しに使用するアイテムは、エステティックメニューだけでなく

サプリメント・化粧品・機械・下着など、サロンで取扱う
全ての商品が対象です。ボディ結果出し部門は、いかに美しい体型
に仕上げたかが評価の基準となります。

１．心身ともに寄り添い、固く結ばれるお客様とスタッフとの絆

２．エステティシャンはモデルの絶対的な味方でGOALまでやり抜くチカラを発揮

３．通ってみたい・受けてみたいと思うサロン創り

結果が出るまで二人三脚で歩む道のりを、お互いが信頼し合って目標まで進みます。

常に寄り添い、全力なサポートで作りあげたきめ細やかな姿勢で最後まで（GOAL）までやり抜く結果出し
に挑戦します。

どんなプログラムで痩身結果を出していくかをお互いが学び合え、サロン全員に気づきをもたらします。

最短で最大の結果を出すことにこだわり、開発
した『たくわ式ダイエットメソッド』をエステ
業界に知っていただきたい、広めたいと常日頃
から考えていました。そして、エステをしてい
る人なら必ず知っているこの大会で、更に知っ
ていただけたらと、ボディ結果出しにエント
リーしました。その中で、グランプリを獲るこ
とができそれが実現できると思っています。お
客様には、エステティックでは変わらないと
思っている方が、エステティックでも、いや、
エステティックでしかできないと、この結果が
出るのだと思っていただけて嬉しかったです。
結果は『信頼の証』これは間違いない事実です。

第９回大会
グランプリ
Asian Fieldさん 花＊美 ～Hanabi～さん

第９回大会
ベストエフォート賞

第９回大会
優秀アドバイス賞

サロン・ド・ヴィーナス
オルティア 渋谷本店さん

エントリーした事で、お客様と共により高い目
標に向かって頑張る意識が上がりました。
目標が高いことでホームケア化粧品を積極的に
使用して下さるようになり、結果も出しやすく
なりました。
また、サロンのお客様がボディ結果出し部門で
入賞されたことにより他のお客様からの信頼も
高まりました。
お客様と共に痩身結果を出す喜びと感動を感じ
ることができました。
サロンのパーティーでモデルのお客様を表彰し
たことでとても喜んで下さいました。

プランニング数値をお客様と活用し、数値に近
づくためにはどうするか？を、明確に話し合え
るきっかけとなりました。お客様と共有出来る
プランニングシートは今でも活用させてもらっ
ています。 挫折しそうな時こそ本気でお客様と
向き合い、「ファスティングを一緒にトライし
たり、食事ノートをチェックしたりと、常に寄
り添ってくれた事が最後まで諦めずチャレンジ
出来た！」と、逆に「ありがとうございます」
と言われました。 エントリー期間では約 5kg
減でしたが、トータル１年間で 18.6kg のダ
イエットに成功し、コンテスト後も定期的に
通って下さっています。 



送信日　　　　年　　　月　　　　日

第10回ボディ結果出し部門 エントリー用紙
042-623-2210

10
一般社団法人エステティックグランプリ（東京都八王子市南町
3-8 第二原嶋ビル 3 階・以下主催団体という）とエントリー
サロンは、「共に学び、共に成長し、共に輝く」を理念に、「第
10 回エステティックグランプリ」を共に成功させるために、
以下の条約に合意する。本約款は、第１条の手続きにより成立
する参加契約の契約条項となるものである。

第1条（エントリー）
１．主催団体が開催する「第10回エステティックグランプリ」
（以下、本大会という）にエントリーを希望するサロンは、以
下のいずれかの方法で申込みをする。
（１）公式ホームページ上の所定の申込フォームによる申込み
（２）本紙エントリーシートに記入し FAX申込み
２．１の方法で主催団体が受付を完了したときに、エントリー
契約（以下、本契約という）が成立するものとする。

第2条（支払い）
エントリー費用等は、主催団体の指定する銀行口座に振込にて
支払うものとする。また、支払時に発生する手数料はエントリー
サロンの負担とする。

第3条（名称の使用等）
エントリーサロンは、主催団体の承認を得た場合本大会のロゴ
やバナーを使用した広告活動を行う事ができる。主催団体は、
エントリーサロンの名称を使い大会プロモーション活動を行う
ことができる。なお、本大会のトレードマークやロゴについて
の商標権、所有権はあくまで主催団体に帰属する。

第4条（実行権限）
主催団体は、本大会の企画等全てにつき裁量の自由を持つとともに、
本大会実行と管理における決定権を持つ。

第5条（主催団体の大会運営）
主催団体は、本大会につき次の事項を実行するものとする。
１．大会開催の全ての企画と運営に必要なスタッフと運営組織の編成
２．主催団体として、大会ルール等の運営に関する事項の作成と周知
３．本大会の公正な審判に必要な組織の任命
４．財務、収支計画と実行
５．報道関係の対応
６．その他大会実行に必要な関連事項

第6条（著作権等）
本大会において、エントリーサロンの発言に関する著作権は主催団体
が保有するものとし、当該著作物に関する著作者人格権については、
エントリーサロンはこれを行使しないものとする。また、エントリー
サロンを写真または動画撮影したものについては、当該著作物の著作
権は主催団体が保有するものとし、エントリーサロンは、このような
撮影及び主催団体による当該著作物の使用について異議を述べないも
のとする。さらに、エントリーサロンが主催団体に提供するエントリー
サロンに関する情報については、主催団体がこれをサポーター企業な
どの第三者に提供すること、並びに主催団体の作成・発行する DVD、
出版物及びポスター等において掲載されることを承認する。

第7条（大会メディア使用権）
エントリーサロンは、本大会中に作成された写真・ビデオその他のメ
ディアについて、本大会終了後もその宣伝活動の目的で使用すること
が出来る。但し、主催団体に対し、事前に連絡するものとする。

第8条（契約の解約）
主催団体の債務不履行を理由とする解約以外の途中解約については、
主催団体は受領済みのエントリー費用は返還しないものとする。

第9条（不可抗力）
主催団体は、天災事変等その他の不測の事態により本大会が開催でき
なかった場合、もしくは開催途中に中止した場合は、エントリーサロ
ンの被る損害に対して、その責を一切負わないものとする。

第10条（契約の成立と有効期限）
本契約の有効期限は、2020年 6月 30日までとする。
※第6条・7条を除く

第11条（情報の伝達）
主催団体からの連絡事項は、公式ホームページ、登録したメールアド
レス、FAX 番号、TEL 番号のいずれかで伝達し、エントリーサロン
はこれを確認するものとする。

第12条（契約の取消し）
エントリーサロンは、コンプライアンスに抵触していることが発覚し
た場合、ならびに店舗が閉店および統合移転などにより店舗が存在し
なくなった場合は、今年度エントリーで得た権利はすべて剥奪される
ものとし、別店舗への権利の譲渡はできないものとする。

第13条（その他）
本契約に定めなき事項については、双方協議の上決定するものとする。

※すべて必要事項です。漏れのないようご記入ください。

エントリー料金が最大無料になるマッチング割は、
別途公式ホームページから申請が必要です。

❶ エントリー条件を満たしている
❷ エントリー規約に同意する
❸ スタート証明書を手に持ったモデルの写真提出がない場合は、審査対象外となります

【以下、二次審査進出時】
❹ モニター調査員が支払う調査時の施術代金は後日返納していただきます。
❺ モニターの指定は一切できません。 ＊過去来店歴があるモニターが派遣される場合もあります。
❻ 調査時の施術によって発生した肌や身体のトラブルに関しては、一切の責任を負いかねます。
❼ モニターだと分かったとしても、肌や健康状態が施術に適していない場合は、施術をお断りください。
　 （別のモニターを派遣いたします）※施術対応後の再派遣（再調査）はできません。
❽ 調査員の遅刻などにより一定のサービスが提供できないと判断した場合は、一般のお客様と同様に
　 施術をお断りください（別のモニターを派遣いたします）※施術対応後の再派遣（再調査）はできません。
❾ 調査レポートの評価やコメントに対しての異議・質問・事実確認等は、一切承ることができません。

同意事項をご確認いただき
チェックしてください

同
意
事
項 ご署名

⬇


