
2012年 4月 4日 

                               一般社団法人エステティックグランプリ事務局 

 

 

 

 

 

エステティックグランプリ（事務局：東京都 理事長：志田伊織）は、エステティックグランプリが考える日本一のエステ
ティシャン、日本一のエステティックサロンを決めるイベント「第 2 回エステティックグランプリ決勝大会」を 2012 年 3 月
28日（水）にパシフィコ横浜国立大ホールにて開催いたしました。 
 
第 2回大会は、第 1回大会の 3倍以上の 5000人会場に挑戦！ 2日間に及ぶ大会は、3月 27日に、予選覆面調査

により通過した上位 21 サロンの各サロン代表エステティシャン 1 名がフェイシャル技術を競う「フェイシャル技術部門決
勝大会」を開催し、翌 28 日には、前日の決勝大会の上位 3 名のみが進出できる「フェイシャル技術部門グランプリファ
イナル」と、上位21サロンのうち更に厳選された 4サロンが、自社の取り組みや理念をプレゼンテーション形式で披露す
る「モデルサロンプレゼンテーション部門決勝大会」が行われ、会場は感動と涙で包まれました。 
 フェイシャル技術部門は、エステティックグランプリから推薦された技術審査員 8 名による「技術理論小論文審査」と
「技術審査」により上位 3 名のグランプリノミネートが決定。翌 28 日のグランプリファイナルでは、前日の審査員評価点
を持ち点とし、28 日の来場者が「最も受けてみたいと思う技術を披露したエステティシャン」に投票する「観客投票」を合
算し、グランプリエステティシャンが決定しました。 
 モデルサロンプレゼンテーション部門は、28日の来場者が「最も学びと気付き、そして感動を与えたと思うサロン」を基
準に投票し、グランプリモデルサロンが決定いたしました。 

 

■第 2回エステティックグランプリ決勝大会来場者数  ※出場者様、出展企業様、ボランティアスタッフを含む 

 3/27 3/28 

来場者数 約 400人 約 4000人 

会場（パシフィコ横浜） 会議センター301+302会議室 国立大ホール 

 

エントリーサロン数 439サロン （全国 47都道府県からエントリー） 

サポーター企業数 40社 （協賛金合計 20,850,000円） 

 

■第 2回エステティックグランプリ結果 「モデルサロンプレゼンテーション部門」 

 サロン名 都道府県 出演者数 

グランプリ フルーツルーツ 東京 4名 

準グランプリ クリニカルエステ花蔵ニットーモール店 埼玉 13名 

準グランプリ イマージュ新潟東店 新潟 6名 

準グランプリ エヌ・インスキンケアスタジオ天神店 福岡 16名 

 

■第 2回エステティックグランプリ結果 「フェイシャル技術部門」 

 サロン名 代表エステティシャン 都道府県 

グランプリ フルーツルーツ 加藤 友莉さん （かとう ゆり） 東京 

準グランプリ パールケイ 服部 恵さん （はっとり めぐみ） 大阪 

準グランプリ ピンクの奇跡 橋本 みかさん （はしもと みか） 北海道 

 

■第 2回エステティックグランプリ結果 「顧客満足サロン部門ベスト３（予選覆面調査全国ランキング）」 

 サロン名 都道府県 
予選覆面調査結果（200点満点） 

9月 10月 11月 合計 

第 1位 ベレガ徳島本店 徳島 200 200 200 600 

第 1位 パールケイ 大阪 200 200 200 600 

第 3位 P・Bllie（ピー・ブリエ）四日市店 三重 198 200 200 598 

 

 

 

 

プレスリリース 

「第２回エステティックグランプリ」３/２８(水)開催 

全国４３９サロンの頂点がついに決定！！ 



■第 2回エステティックグランプリ決勝大会出場サロン 

予選 

エリア 

エリア 

順位 
サロン名 

代表 

ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ 
都道府県 

予選覆面調査結果 

9月 10月 11月 合計 

北海道・東北 

（全 28サロン） 

1  ピンクの奇跡 橋本 みか 北海道 198 200 195 593 

2 
ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ・ﾌｪｲｼｬﾙ 痩身専門サロン 

プレ ルネス店 
佐々木 幸 青森 198 187 199 584 

関東 

（全 140サロン） 

1 フルーツルーツ 加藤 友莉 東京 198 199 200 597 

2 クリニカルエステ花蔵八木橋オンディーヌ 苅田 優子 埼玉 197 199 200 596 

2 エステティックスパ ザザ 池田 智美 東京 197 200 199 596 

4 アップルマインド鎌ヶ谷店 八木 涼子 千葉 199 200 196 595 

5 クリニカルエステ花蔵ニットーモール店 大澤 瑠美 埼玉 196 198 200 594 

6 クリニカルエステ花蔵北本店 杉浦 美沙子 埼玉 195 198 200 593 

中部・北陸 

（全 94サロン） 

1 P・Bllie（ピー・ブリエ） 四日市店 安藤 みなほ 三重 198 200 200 598 

2 メディカルサロン vie nature (ｳﾞｨｰﾅﾁｭｰﾙ) 本店 高橋 奈々 岐阜 197 200 198 595 

3 イマージュ新潟東店 高橋 幸江 新潟 197 199 198 594 

4 ラ・セーヌ水口店 小寺 奈保 滋賀 195 198 200 593 

関西 

（全 76サロン） 

1 エステティックサロン オリーブ 市来 富美代 奈良 198 198 200 596 

2 シーボン・フェイシャリストサロン 姫路 大石 牧子 兵庫 199 198 198 595 

3 ラグジュアリーエステティックサロン CALLA 岡田 久未 大阪 200 199 195 594 

中国・四国 

（全 33サロン） 

1 ベレガ徳島本店 題府 良恵 徳島 200 200 200 600 

2 岩スパバリ下中野 河原 輝実 岡山 195 200 200 595 

九州・沖縄 

（全 33サロン） 

1 fabulous（ファビュラス）太宰府五条店 松尾 優美 福岡 200 196 200 596 

2 エヌ・インスキンケアスタジオ天神店 大和 愛美 福岡 197 197 200 594 

個人サロン部門 

（全 33サロン） 

1 パールケイ 服部 恵 大阪 200 200 200 600 

2 エステ DEエムス 原田 知佳 神奈川 197 197 200 594 

 

エステ感動物語コンテスト  
全国のエステサロンで起きた真実の感動ストーリーを募集。第 2回の応募総数は 323作品！全 323作品の中で最も勇気と感動を

与える作品として下記の作品が表彰されました。 
【グランプリ】 
・「小さい私」 クリニカルエステ花蔵 北本店 清水裕貴さん (しみず ゆき) （埼玉県） 

【準グランプリ】 
・「9年間分の感動」 岩スパバリ下中野店 題府良恵さん (だいふ よしえ) （岡山県） 
・「ありがとう」 クールエステティック金沢店 松田摩耶さん (まつだ まや) （石川県） 

【優秀賞】 
・「夢の変換」 Noah’sArk 柚木 美奈さん (ゆのき みな)  
・「母からのメッセージ」アン・クレア 今井 陽子さん (いまい ようこ)  
・「もう一度頑張ってみようと思う」ピュアリーナチュラルライフスパ 七沢 ゆかりさん (ななさわ ゆかり)  

 

フェイシャル技術部門 審査員（五十音順）  

・河﨑 多恵様   株式会社ザ・デイ・スパ 代表取締役社長 

・河村 京子様   株式会社ラミール  代表取締役 
・今野 華都子様  株式会社アイテラス エステルームパセオ 代表取締役 
・佐治 ひとみ様  株式会社グローリアツゥェンティーワン 代表取締役 
・豊林 由美子様  学校法人 愛知産業大学 名古屋美容専門学校 学校長 
・中村 恭子様   美・ベース 代表 
・新山 英恵様   フラーム・デ・フルール渋谷店 副店長 
・松岡 優子様   エステプロデュース・エペック学院 学院長 

 
エステティックグランプリは、「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」という大会スローガンのもと、2010年 4月から

活動が開始し、全国から 119 名のサロンオーナーやエステ関係者が実行委員として無償で運営してきました。諸問題も多いとされる
エステティック業界ですが「なりたい志事 No1」といわれ、エステティシャンの社会的地位向上を目指し、「エスティシャンに輝くステー
ジを」と、エステティシャンが主役となり輝けるステージや、お互いに学びあえる勉強会の場を提供しています。 

 

 

 

◆プレスリリースに関する問合せ先◆ 一般社団法人エステティックグランプリ事務局 担当：豊福／柚木 

住所：〒192-0083 東京都八王子市旭町 8-10比留間ビル 3F TEL：042-645-8220 FAX：050-3737-3303 

E-mail：info@esgra.jp HP：http://www.esgra.jp/  【受付時間：11:00～19:00 日・月除く】 


