2016年度
2016年度ＪＥＥＣ
年度ＪＥＥＣ主催
ＪＥＥＣ主催コンテスト
主催コンテスト
第8回ＪＥＥＣまつげエクステンションコンテスト
ＪＥＥＣまつげエクステンションコンテスト大阪大会
まつげエクステンションコンテスト大阪大会
In Kiraria Beauty JOB CLOSER 2016（
2016（BODYMAKERコロシアム
BODYMAKERコロシアム大阪府立体育館
コロシアム大阪府立体育館）
大阪府立体育館）

2016年
2016年４月25日開催決定
25日開催決定
Ｉｎ 東京大会（リクルートＧＩＮＺＡ８ビル）
２０１６年１月吉日

ＪＥＥＣ

ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会
企画準備制作担当

JEEC ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト 基本構想・活動内容

はじめに
はじめに
ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会（以下：ＪＥＥＣ）とは
ジャパンアイラッシュエクステンションコンテストを主に運営している組織になります。
まつげエクステンション業界ではない有志が集まり結成され運営しております。まつげエクステ各団体・企業と連携をしまつげエクステコンテストを通じて、
まつげエクステンションの技術の向上はもちろん、情報発信・正しい知識・業界発展に貢献できるよう前進していきます。
また、２０１２年度第４回開催より、社団法人日本まつげエクステメ－カ－連合会（まつれん）と業務提携を行い、さらなる業界発展・業界貢献を目指していきます。
ＪＥＥＣ ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会

基本構想（
基本構想（JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト
JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会
ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会）
制作委員会）
■知識・安全基準の統一化
コンテストを通じて、まつげエクステンション業務に携わる関係社に「知識・安全基準・技術・衛生」の安全統一化を図り業界発展に貢献する。
■国が定める法律に沿ってこの業界の道案内できるように、管轄である厚生労働省や保健所に情報共有などを行い、サロン様やお客様が正しく運営・施術
される環境を確立するための情報を提供できる団体を目指す。
■ＪＥＥＣの活動で（コンテスト含む）この業界の雇用促進及び子育てを終えた美容師・その他の人材雇用を増やしていくことを目指します。

JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト
JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会活動報告
ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会活動報告
■２０１１年８月 第二回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催
■２０１２年３月 第三回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催
■２０１２年４月 株式会社リクル－トライフスタイル ビュ－ティ－総研様との連携にてアンケ－ト情報を公開
■２０１２年８月 業界規格まつげエクステンションＤＶＤを各協会様・各メ－カ－様と共同で制作・発売
■２０１２年９月 一般社団法人日本まつげエクステメ－カ－連合会（まつれん）様と業務提携
■２０１２年１１月第四回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催
■２０１３年６月 第五回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催
■２０１３年９月 業界規格まつげエクステンションＤＶＤ 英語版（ナレ－ション）、北京語（字幕版）を発売
■２０１４年６月 第六回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催
■２０１５年４月 第七回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト開催

第8回 JEECジャパ
JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテストテーマと
ジャパンアイラッシュエクステンションコンテストテーマと今後
ンアイラッシュエクステンションコンテストテーマと今後の
今後の展望
美容業界がまつげエクステンションのメニュ－化が急激に進んでおります。。技術だけでなく知識（施術・商材）が学べるコンテストの実現を図り、まつげエクステンション業界の
健全な成長のお手伝いをしていきます。

JEEC 第８回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト 開催概要
ＪＥＥＣ×
ＪＥＥＣ×キラリア（
キラリア（Kiraria Beauty JOB CLOSER 2016）
2016）
Kiraria Beauty JOB CLOSER 2016の
2016の会場にて
会場にて「
にて「まつげエクステコンテスト」
まつげエクステコンテスト」を実施予定！
実施予定！
Kiraria Beauty JOB CLOSER 2016は美容専門学生を誘致し様々な催しものを開催しております。また、多くのサロン（約１２０店舗）が出展し、美容学生にアピ－ルを
行います。（美容リクル－トイベント）
当日はサロンブースのレポ－タ－に吉本芸人（笑い飯、ジャルジャル等）が会場を盛り上げてくれます。

※２０１５年度の実施風景

２０１６年
２０１６年 第８回JEECまつげエクステンションコンテスト
JEECまつげエクステンションコンテスト大阪大会
まつげエクステンションコンテスト大阪大会
●会

〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36

場

大阪府立体育館
2015年4月２５日（月） １２時００分～１８時００分予定
●開催日時
●主催・制作

■Kiraria Beauty JOB CLOSER 2016実行委員会
企画：株式会社キラリア グル－プ
■まつげエクステンションコンテスト企画・制作・運営
JEECジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト制作委員会

●来 場 者

約４．０００人～

●後

援

一般社団法人日本まつげエクステメ－カ－連合会

●特 別 協 賛

株式会社松風、有限会社はまざき

●運営協力

日本国内のまつ毛エクステンションの協会
株式会社リクル－トライフスタイル ビュ－ティ総研
株式会社サイバ－エ－ジェント
タカラベルモント株式会社

●協

株式会社ビュプロ、株式会社アイラッシュガレ－ジ

賛

●競技種目

■ナチュラルアイラッシュ部門（モデルに装着）
■マネキンアイラッシュ部門（マネキンに装着）

●その他演目

①表彰式（メイン会場にて表彰式を行います）
②商品展示／パンフレット展示（協賛企業）
③デモンストレ－ション
④アイラッシュ専用チェア「リ－チェ」体感展示コ－ナ－

観覧無料・
観覧無料・自由にご
自由にご入場可能
にご入場可能です
入場可能です
（会場入り
会場入り口でＪＥＥＣ観覧
ＪＥＥＣ観覧とお
観覧とお伝
とお伝えください）
えください）

JEEC ナチュラルアイラッシュ部門 詳細
ナチュラルアイラッシュ部門
ナチュラルアイラッシュ部門
■対 象 者 まつげエクステンションをお客様に施術してる方を対象に実際にモデルに対して施術していただき「基本技術」「デザイン力」を競うコンテストを開催致します。
このコンテストをきっかけに技術向上、情報収集、意欲の向上・安全基準の理解を深めて頂ける技術者を対象と致します。
■応募条件 ①美容免許保持者
※１年以上の実務経験者（現在サロン勤務してる方）／勤務先サロンが保健所届け済み）
■参加人数 ①決勝大会 １回目１５名 ２回目１５名 の計３０名（予定）
②書類審査 実際に人に付けたまつげエクステンションの写真
２－１ 正面両目アップ ２－２ 両目、目の開いてる状態 ３－３ 両目、目の閉じてる状態を撮影し規定書類記載の上、応募して頂きます
※ 写真はメ－ル・郵送可（プリンタ－出力可）
■部門概要 制限時間60分 商材・モデル各自用意 ※下準備時間・説明時間３０分確保しております。
■審査基準 基本技術、デザイン（創意工夫）、施術全般、衛生管理

エントリ－
エントリ－方法
競技コンテスト
競技コンテスト詳細
コンテスト詳細
①エントリ－方法
・ＪＥＥＣ ＷＥＢより申込書をダウンロ－ドして頂き、必要事項記載して頂きます
また、貼付書類として「装着写真３枚」
※参考例は申込書掲示
（正面両目アップ、目を開いている状態（両目）、目を閉じている状態）
・参加予定者が施術した写真と申込書を記載の上、運営事務局まで郵送して頂きます。
（選考結果は後日お知らせ致します）
②エントリ－費 無料
③決勝大会への参加選抜
エントリ－の中から審査委員会で厳正なる審査を行いファイナリストを決定する。
ファイナリストのみ参加資格書等発送（ＷＥＢにも名前記載）
●第一次締め切り ２０１６年３月１３日（日）（消印有効）
審査日：３月１５日（火）午後～
発送日（決勝大会通知書）：３月１７日（木）～
●第二次締め切り ２０１６年３月３０日（水）（消印有効）
審査日：４月１日（金）午後～
発送日（大会通知書）：４月４日（月）～
④決勝大会参加費用 ９．０００円（指定口座にお振込み頂きます）
※ファイナリストのみ参加費が発生する（決勝大会通知書に振込み口座記載）
⑤当日持参（参加者）
使用する商材／必要であればベット用タオル・枕
※会場にはタカラベルモントのリ－チェを使用致します。
また、手元明かりは会場の電気容量規制のため使用禁止とさせて頂きます。
但し、自家発電タイプは使用可能です。（コンプレッサ－含む）
※ＷＥＢやＪＥＥＣが関わる催事に作品を露出する場合がございます。

■事前準備作業 （１０分）※作業可能な項目
①ベットメイキング
②モデルのクレンジング （準備時間前におこなっていても問題ありません）
③テーブルセッティング （使用しやすい用に準備）※準備時間前には行えません
④前処理 まつげをふき取る作業
⑤テーピング
⑥コーミング まつげの方向を整える作業
⑦ご自身の準備（服装・髪の毛） （準備時間前にして頂いても問題ありません）
■競技コンテスト（６０分）
基本技術・デザイン（創意工夫）、整列性、衛生管理、施術全般
※カラ－
カラ－・カールの制限
・カールの制限はございません
片目４０本以上
装着してください。
制限はございません。
はございません。片目４０
４０本以上を
本以上を装着してください
してください。
※時間終了後は
時間終了後は審査員が
審査員が確認に
確認に参りますので「
りますので「テ－プ」をはずさずその場
をはずさずその場で待機してください
待機してください
■審査時間（２０分）
※事前準備・
事前準備・競技時間中も
競技時間中も審査対象になります
審査対象になります。
になります。

詳細に
詳細に関しては「
しては「決勝大会通知書」
決勝大会通知書」に記載致します
記載致します。
します。
【ナチュラルアイラッシュ部門
ナチュラルアイラッシュ部門】
部門】
参加者
参加者：決勝大会参加数
（３０名
３０名～４０名
４０名）
◎グランプリ （トロフィ－／表彰状） １名
◎準グランプリ（トロフィ－／表彰状） ２名
◎審査員特別賞（表彰状）
◎参加証明書 全員（ファイナリスト表彰状）

表彰式はメイン
表彰式はメイン会場
はメイン会場にて
会場にて実施予定
にて実施予定

JEEC マネキンアイラッシュ部門 詳細
マネキンアイラッシュ部門
マネキンアイラッシュ部門
■対 象 者 まつげエクステンションをお客様に施術してる方を対象にマネキン＋つけまつげに対してまつげエクステンションを装着し競うコンテストを開催致します。
このコンテストをきっかけに技術向上、情報収集、意欲の向上・安全基準の理解を深めて頂ける技術者を対象と致します。
■応募条件 ①美容免許保持者
※１年以上の実務経験者（現在サロン勤務してる方）／勤務先サロンが保健所届け済み）
■参加人数 ①決勝大会 １回目１５名 ２回目１５名 の計３０名（予定）
②書類審査 実際に人に付けたまつげエクステンションの写真
２－１ 正面両目アップ ２－２ 目の閉じてる状態を撮影し規定書類記載の上、応募して頂きます
※ 写真はメ－ル・郵送可（プリンタ－出力可）
■部門概要 制限時間60分 商材は各自で準備（マネキン・つけまつげはＪＥＥＣで準備致します） 。
■審査基準 基本技術、デザイン（創意工夫）、施術全般、衛生管理（人につけるような衛生管理を行う事）
※マネキンアイラッシュは「他府県でモデル手配が困難な方」「つけまつげにより同じ毛の状態で競技に参加したい方」「外国籍・海外参加者」が参加されています。
ナチュラルアイラッシュ部門とのダブルエントリ－は可能です。
この競技
この競技は
競技は「つけまつげにまつげエクステを施術
つけまつげにまつげエクステを施術する
施術する競技
する競技コンテストです
競技コンテストです。（
コンテストです。（マネキンに
。（マネキンに装飾
マネキンに装飾や・ア
装飾や・ア－
や・ア－トをする必要
トをする必要がありません
必要がありません）
がありません）

エントリ－
エントリ－方法
競技コンテスト
競技コンテスト詳細
コンテスト詳細
①エントリ－方法
・ＪＥＥＣ ＷＥＢより申込書をダウンロ－ドして頂き、必要事項記載して頂きます
また、貼付書類として「装着写真2枚」
※参考例は申込書掲示
（正面両目アップ、、目を閉じている状態）
・参加予定者が施術した写真と申込書を記載の上、運営事務局まで郵送して頂きます。
（選考結果は後日お知らせ致します）
②エントリ－費 無料
③決勝大会への参加選抜
エントリ－の中から審査委員会で厳正なる審査を行いファイナリストを決定する。
ファイナリストのみ参加資格書等発送（ＷＥＢにも名前記載）
●第一次締め切り ２０１６年３月２０日（日）（消印有効）
審査日：３月２２日（火）午後～
発送日（決勝大会通知書）：３月２６日（土）～
●第二次締め切り ２０１６年４月５日（火）（消印有効）
審査日：４月７日（木）午後～
発送日（大会通知書）：４月１１日（月）～
④決勝大会参加費用 １０．０００円（指定口座にお振込み頂きます）
※ファイナリストのみ参加費が発生する（決勝大会通知書に振込み口座記載）
決勝大会通知書と
決勝大会通知書と当日使用するつけまつげを
当日使用するつけまつげを練習用
するつけまつげを練習用にお
練習用にお送
にお送り致します。
します。
⑤当日持参（参加者）
使用する商材（マネキン・つけまつげはＪＥＥＣで準備致しま）
※会場ではテーブル・いすで競技していただきます
また、手元明かりは会場の電気容量規制のため使用禁止とさせて頂きます。
但し、自家発電タイプは使用可能です。（コンプレッサ－含む）
※ＷＥＢやＪＥＥＣが関わる催事に作品を露出する場合がございます。

詳細に
詳細に関しては「
しては「決勝大会通知書」
決勝大会通知書」に記載致します
記載致します。
します。
【マネキンアイラッシュ
マネキンアイラッシュ部門
アイラッシュ部門】
部門】
参加者
（３０名
参加者：決勝大会参加数
３０名～４０名
４０名）
◎グランプリ （トロフィ－／表彰状） １名
◎準グランプリ（トロフィ－／表彰状） ２名
◎審査員特別賞（表彰状）
◎参加証明書 全員（ファイナリスト表彰状）

■事前準備作業 （２０分）※作業可能な項目
①テーブルセッティング
②つけまつげカット
③コーミング
④デザイン名を記載
⑤マネキンにつけまつげ装着
⑥ご自身の準備（服装・髪の毛） （準備時間前にして頂いても問題ありません）
■競技コンテスト（６０分）
基本技術・デザイン（創意工夫）、整列性、衛生管理、施術全般
※カラ－
カラ－・カールの制限
・カールの制限はございません
制限はございません。
はございません。片目２０
片目２０本以上
２０本以上を
本以上を装着してください
装着してください。
してください。
※本日のこのデザインした
本日のこのデザインした理由
のこのデザインした理由を
理由を専用シ
専用シ－トに記載
トに記載していただきます
記載していただきます。
していただきます。
■審査時間（２０分）
※事前準備・
事前準備・競技時間中も
競技時間中も審査対象になります
審査対象になります。
になります。

表彰式はメイン
表彰式はメイン会場
はメイン会場にて
会場にて実施予定
にて実施予定

JEEC 第８回ジャパンアイラッシュエクステンションコンテスト「会場イメ－ジ」

Kiraria Beauty JOB CLOSER 201６会場
ボディメ－カ－コロシアム（大阪府立体育館）

第８回ＪＥＥＣまつげエクステンションコンテスト大阪大会

