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2014

全 国 か ら ネ イ リ ス ト が 集 結 。

Examiner
フォト＆チップ特別審査員 サロン名で50音順です

技術審査員 サロン名で50音順です

・主催／bGm：A beautiful melodious resonance in nail art
・お問合せ先／（株）ガモウ名古屋支店 コスメ事業部
  TEL.052-209-7620
・HP／www.ndpc.jp

Access Map アクセス
ガモウ名古屋スタジオ
〒460-0002名古屋市中区丸の内1-7-20 3F 5F 7F
TEL.052-209-7620
地下鉄桜通線、鶴舞線「丸の内」駅7番より徒歩5分

日銀前
桜通長島町

伏見魚ノ棚

丸の内KSビル
滋賀銀行

名古屋支店

GAMO
名古屋スタジオ 伏

見
通
り

桜橋東

桜通

丸の内駅

丸の内駅

日本銀行
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11:50～12:30 赤ポリッシュ（競技）

10:30～11:30
筒井のぞみアートセミナー

11:30～12:45
昼食スペース解放

13:00～14:00
HAND SAMライブ

15:15～16:30
田賀美鈴ライブ

16:45～17:30
表彰式

14:15～15:00
Dr.川合トークライブ

12:30～13:00 赤ポリッシュ（審査）

13:00～13:30 会場転換

12:45～13:00 会場転換

14:00～14:15 会場転換

15:00～15:15 会場転換

16:30～16:45 会場転換

13:30～14:35
ジェルフレンチ（競技）

14:35～15:05
ジェルフレンチ（審査）

筒井のぞみ
Mani Closet 

田賀美鈴 
MOGA BROOK 
Nail Academy校長

川合美絵
RYO NAIL

審査員委員長 磯部宗潤
Nail salon Today

10:00～15:15
総合受付

10:00～15:00
フォト＆チップ展示＆投票

一般社団法人ネイルグランプリ理事
長であり、nail salon Today代表。ネイ
ル業界を今よりも素晴らしくしたいと
の想いでネイルグランプリを立ち上
げる。今最も注目される人物の一人。

近澤みづき
M-Quality

デザインだけでなく、爪そのものを
キレイに。コンプレックスを改善し
爪も心もキレイにするネイリスト。
その技術と人柄にリピーターでサロ
ンはいつ も予約でいっぱいに。

渡辺クリスチアーナ
Nail Cris

芸大志望だった故に、日々の生活の
中から独創的な目線でヒントを得て
作り上げられるアートに特徴を持つ
ネイリスト。その中でもフラットアー
トの技 術は特に評価が高い。

児山未奈
Salon de Lange

第一回ネイルグランプリ初代チャン
ピオン。現在名古屋駅でネイルサロ
ンを経営し、技術だけではなく、お
客様へのおもてなしの向上を追求
し、発信し続けるネイリスト。

孫崎久美子
L’amie

” Fashionにとけ込むNailart"をテー
マにシンプルな中にもハイセンス
で独創的なデザインを得意とする
ネイルアーティスト。今後活躍の場
を国内だけでなく海外まで広げる。

10:30～13:30
経営相談会
ネイルビジネス

14:00～16:00
経営相談会
ネイルビジネス



エントリー部門 ※エントリーされる項目の□にチェックを入れてください。

エントリー時の諸注意

赤ポリッシュ部門

■定員/28名
■受付フロア / 3F
■競技フロア / 5F
■受付時間 / 10:00～15:15
■競技時間 / 11:50～12:30（40分）

●エントリー締切／8月31日(日)

■定員/28名
■受付フロア / 3F
■競技フロア / 5F
■受付時間 / 10:00～15:15
■競技時間 / 13:30～14:35（65分）

●エントリー締切／8月31日(日)

•クリエイティブチップ部門、サロンフォト部門の作品の提出に関して、申込締切日を超えた作品に関しては無効とさせていただきます。
•クリエイティブチップ部門の作品提出時の破損やケース内での散乱等に関しては、一切関与致しませんので、予めご了承ください。

キャンセルに関して
やむを得ずキャンセルをされる場合は、コンテスト開催日の2週間前までに必ず｢(株)ガモウ名古屋支店 コスメ事業部宛（TEL / 052-209-7620）にご連絡をください。
それ以降のキャンセルはエントリー料を全額負担となります。ご注意ください。

署
名
欄

ネイリスト名

署名日　　　.　　　. 署名日　　　.　　　.

カメラマン

署名日　　　.　　　.

モデル名

応募作品に関する版権が「Nagoya Nail Festival 2014」に帰属する事に同意します。（各担当をされた方の著名、同意された日を必ずご記入下さい。）

•ナチュラルネイルがベース。
 リペア・イクステンション（バーチャルは不可）は2本まで可
 （ナチュラルネイルの色と形に合わせること）
•キューティクルクリーンなどの手入れは1週間前までとする
 両手にポリッシュを塗らない状態でスタート
•競技は手指消毒から始める
•カットスタイルは、モデルの爪に合ったラウンド。バッファーは使用可
（シャインバッファー使用可）フリーエッジの長さは長くても5mm程度
• 仕上げはベースコートからトップコートまでとする
•リッジフィラーは使用可
•ネイルポリッシュは赤を2度塗り（パールメタリックは使用不可）
•裏面もカラーリングする（エッジのみも可）
•お湯･お水は主催者側で用意しておりません各自ご用意ください
•シャーミーバッファー（革製）、オイル（速乾性スプレー等）、
 マシーン、パールラメ入りのポリッシュは使用禁止

・モデルに合った美しい爪のカットスタイル（ラウンド）
・正しい手入れのプロセスとその状態
・美しく持ちの良いポリッシュの塗布方法と
 その仕上がり

審査
ポイント

審査
ポイント

審査
ポイント

・スマイルライン
・ハイポイント
・長さ

・アートのデザイン性
・オリジナリティー
・技術力
・色彩のバランス

・アートのデザイン性
・オリジナリティー

・技術力
・色彩のバランス

・厚みの均一
・カットスタイル
・自然で美しいフォルム

表彰状 / トロフィー
田賀美鈴セミナーご招待 
賞金 30.000yen
表彰状 / 副賞
表彰状 / 副賞

グランプリ・・・・・・・・・・・・・・・

 準グランプリ・・・・・・・・・・

3位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■エントリー費用／4,000yen(税抜)

ジェルフレンチ部門
■エントリー費用／4,000yen(税抜)

■定員/50作品
■受付フロア / 3F
■展示フロア / 3F
■受付時間 / 10:00～15:15
■展示・投票 / 10:00～15:00（5H）
●申込・作品提出締切／
   9月20日(土)必着 ※現品納品

クリエイティブチップ部門
■エントリー費用／3,500yen(税抜)
　 ※オリエンアクリルチップケース付

規定内容

・UVランプの電源は1人1つとします。二股使用禁止
・ナチュラルネイルがベース。
  リペア・イクステンション（バーチャルは不可）は2本まで可
 （ナチュラルネイルの色と形に合わせる事）
・キューティクルクリーンなどの手入れは1週間前までとする
・使用する材料は光重合のジェルのみ
・競技は手指消毒から始める
・ドライケア、プレパレーションを行い、ジェルカラーリングを施す
・ベースカラーはクリア、もしくはクリアピンクを使用
  フレンチルックはイエローラインが透けないマットホワイト
 （パール、ラメ入り不可）
・トップジェルで仕上げること（ジェル専用トップコートの使用可）
・オイル、クリーム、ローション類、マシーン、ポリッシュは使用禁止

規定内容

・ネイルチップ5枚にデザインし、
  配布した｢オリエンアクリルチップケース｣のサイズ(※1)に収める
・作品に使用する材料は自由
  （ジェルに限らず、アクリル、絵の具使用可）
・ラインストーン、ラメ、グリッター、ホログラムなど使用可
・ 作品の返却はいたしませんので予めご了承ください
   ※1チップケースの内寸：縦7.8cm×横10.8cm
  　エントリー後にチップケースを配布いたします

テーマ｢ Winter Dream｣
規定内容

表彰内容

Nail salon Today…
審査員委員長/ 磯部 宗潤
M-Quality…近澤みづき
Salon de Lange…児山未奈
Nail Cris…渡辺クリスチアーナ
L’amie…孫崎久美子

審査員

Nail salon Today…
審査員委員長/ 磯部 宗潤
M-Quality…近澤みづき
Salon de Lange…児山未奈
Nail Cris…渡辺クリスチアーナ
L’amie…孫崎久美子

審査員

表彰状 / トロフィー
田賀美鈴セミナーご招待 
賞金 30.000yen
表彰状 / 副賞
表彰状 / 副賞

グランプリ・・・・・・・・・・・・・・・

 準グランプリ・・・・・・・・・・

3位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表彰内容

表彰状 / トロフィー
田賀美鈴セミナーご招待 
賞金 30.000yen
表彰状 / 副賞
表彰状 / 副賞
田賀美鈴オリジナル商品

グランプリ・・・・・・・・・・・・・・・

 準グランプリ・・・・・・・・・・

3位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田賀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表彰内容

ManiCloset…筒井のぞみ
MOGA BROOK Nail Academy
校長 田賀 美鈴
RYO NAIL…川合美絵

審査員

審査ポイント

■定員/100作品
■受付フロア / 3F
■展示フロア / 3F
■受付時間 / 10:30～15:15
■展示・投票 / 10:00～15:00（5H）
●申込・作品提出締切／
   9月20日(土)必着 ※データ納品

■前売り券限定お土産付
 Mani Closetアートレシピ、CAPLUS NAILデザインブック、MOGA限定アートレシピ＋ラメパウダー＊限定120個/受付にて無くなり次第終了 
■セミナースケジュール / 
　・筒井のぞみアートセミナー 10:30～11:30（60分）
　・HAND SAM ライブ 13:00～14:00（60分）
　・Dr.川合トークライブ 14:15～15:00（45分）
　・田賀美鈴アートデモンストレーション 15:15～16:30（75分）

ネイルフォト部門
■エントリー費用／3,000yen(税抜) ・応募作品はJPEGデーターでのエントリーとなります

・データー（CD-R、DVD-R、SDカードのいずれかに限る）送付にて応募
・作品は縦画像限定となります（横画像は不可）
・データーと一緒に見本出力を同封してください
  見本出力には上下の記載をしてください
・片手、または両手にテーマに沿った作品を施し、写真に撮ってください
・ボディーペインティング可
・背景はネイルアートが良く見えるシンプルなもの
・自爪･チップいずれも可
・作品に使用する材料は自由
 （ジェルに限らず、アクリル、絵の具使用可）
・ラインストーン、ラメ、グリッター、ホログラムなど使用可
  ハンドペイント可
・作品の返却はいたしませんので、予めご了承ください

テーマ｢ The Fantasy world｣
規定内容

セミナー＆ライブフリーパス  受講料前売り／5,000yen(税抜)        競技参加者／2,000yen(税抜)      

コンテスター記入欄  ※フリガナは必ずご記入ください  ※正式名称で店舗名までご記入ください

応募者氏名

住所

ネイリスト歴 年 女性
男性

性別サロン名 /スクール名

TEL

FAX

フリガナフリガナ

〒（　　　　　-　　　　　） メールアドレス

申込書に必要事項をご記入の上、( 株 ) ガモウ名古屋支店 コスメ事業部宛てに FAX を
お送りください (FAX：052-209-7621）。またはガモウ担当セールスへご提出ください。申込先

作品の郵送先 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-7-20  ( 株 ) ガモウ名古屋支店 ガモウ支店内 bGm事務局

問合せ先 TEL：052-209-7620

作品コンセプト記入欄（70文字以内）

作品コンセプト記入欄（70文字以内）

表彰状 / トロフィー
田賀美鈴セミナーご招待 
賞金 30.000yen
表彰状 / 副賞
表彰状 / 副賞
田賀美鈴オリジナル商品

グランプリ・・・・・・・・・・・・・・・

準グランプリ・・・・・・・・・・
3位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田賀賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表彰内容

ManiCloset…筒井のぞみ
MOGA BROOK Nail Academy
校長 田賀 美鈴
RYO NAIL…川合美絵

審査員

＊モデルでセミナー受講を希望の方は右記記入欄にチケット（5,000yen/税抜） の申込枚数を記入してください。

モデル
セミナーチケット
申込枚数 枚


