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大会概要 

大会概要 

大会名 NEEC2018 第 9 回日本まつげエクステコンテスト 

開催日 
２０１8 年６月 12日(火) １０：００～１９：００ 

(エントリー締切２０１8 年４月３０日(月) ２４：００) 

フォト部門 

入稿・投票 

入稿期間：２０１8 年３月０１日～５月０５日 

投票締切：２０１8 年５月 22日 １５：００ 

開催場所 大阪市中央公会堂 ３階 中集会室会場アクセス 

実績 
過去出場者のべ総数：５９５名 

来場者数(2017年度)：約５００名 

競技種目・賞 

部門  
賞（アワード） 

特別賞 部門優勝 総合優勝 

モデル部門  

（美装）ビューティ賞 

部門優勝 

グランドチャンピオン 

（丁寧）クオリティ賞 

（増毛）ボリューム 

マネキン部門  

（技術）テクニック賞 

部門優勝 （創作）デザイン賞 

（個性）ユニーク賞 

フォト部門  
（表現）スタイル種目 金賞 

部門優勝 
（感性）アート種目 金賞 

 

NEEC 審査方式 

まつげエクステ技術を評価する「コンテスト」にとって、最も重要となるのが「評価方法」

です。 表面的にわかりやすいのは綺麗、上手い、早い。ですが、まつげエクステの価値は

もっと広くもっと深いと考えております。 そこで、まつげエクステの施術に求められる項

目を全て挙げ、 それらを正しく評価できる方法に落とし込むことで、現在の競技部門、審

査方式に至っています。 
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協賛・協力 

ご協賛について 

 

本来は準備や開催、運営にかかる経費は出場選手の

負担において賄うのが本旨なのですが、本大会はま

つげエクステに従事する選手を応援することを目

的としているため、出場選手の負担をなるべく低く

おさえております。 

従って、大会運営は諸団体・諸企業様のご援助に頼

らざるを得ないのが状況です。 

大会の主旨、業界的な役割をご賢察の上、誠に恐縮ではございますが、何分のご協力を賜

りたくお願い申し上げる次第です。 

是非ご支援いただけますようお願い申し上げます。 

 

趣意 

女性が活躍できるこれからの産業、「まつげエクステ」。 

高い技術力を持つ、日本が誇れる「まつげエクステ」。 

本大会はまつげエクステに従事する技術者の未来を輝かせることを目的とし、 

さらにまつげエクステ業界から美容業界、そして日本を活性化し盛り上げることを目指し

ます。 

 

大会主旨 

1. 技術力を切磋琢磨することにより技術向上の機会と、現状に満足せず常に自らを高める

意欲を創出します。 

2. 技術を他と比較することにより、自己の技術力を客観的に評価・分析し、気付き、学び

を促します。 

3. 安全衛生に関する情報提供により安全衛生意識を高め、業界の健全化、トラブルゼロを

目指します。 

4. 国内外から集まる選手の輪を広げることで、業界の交流や情報交換の場を提供します。 

5. 地域社会、行政機関に対しまつげエクステの関心と評価を高め、産業の確立と成長を促

します。 
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協賛の種類 

 

協賛種別 ブロンズ シルバー ゴールド プラチナ ダイヤモンド 

協賛金 3万円 5万円 15万円 30万円 50万円 

チラシ配布 
○ ○ ○ ○ ○ 

ロゴ掲載 
○ ○ ○ ○ ○ 

広告掲載 ― ― A4 1/3ページ A4 1/2ページ A4 1ページ 

ブース出展 ― ～１コマ ～２コマ ～３コマ ～３コマ 

製品提供 ― ― 
○ ○ ○ 

審査員推薦 ― ― ～１名 ～２名 ～３名 

GP 副賞 ― ― ― 
○ ○ 

大会名称 ― ― ― ― 
○ 

※ 協賛申込はホームページ(neec-gp.com)よりお願い致します。 

※ 協賛金の入金方法は銀行振込、支払期限は申込日から１週間となります。 
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NEEC2017 大会実績 
 

後援・協賛・協力企業/団体一覧（順不同） 

後援  

（五十音順）  

大阪府 

株式会社ラジオ関西 

協力団体  

（五十音順）  

一般社団法人国際アイスタイリスト協会 

社団法人日本アイリスト協会 

亜系国際有限公司（台湾） 

IEDA国際まつ毛専門家協会（韓国） 

広州ＭＭ美容教育学院（中華人民共和国） 

 

運営協力  

教育機関  

アンドルーチェ テクニカルスクール 

Sun Etoile Eyelash Academy 

 

プラチナ協賛  

有限会社はまざき 

株式会社ＬＡＤＹＣＯＣＯ ＪＡＰＡＮ 

ネスレ日本株式会社 

ゴールド協賛  
株式会社グラツィア 

リズム株式会社 

シルバー協賛  

株式会社ＦＯＲＶＥＳ． 

株式会社エステプロ・ラボ 

スマホエステ仙台国分町店 

株式会社アイラッシュガレージ 

合同会社 Parfaite  GLITTER TOTAL ACADEMY 

ブロンズ協賛  

株式会社あすなろ 

ＬＵＣＫＹ ＭＯＮＳＴＥＲ 

ビオトーブ 
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協賛メリットの詳細 

 

ロゴ掲載 

 

協賛企業様からご提供いただきました企業ロゴ(ブランドロゴ)を、 コンテスト会場のバッ

クパネルや当日のご来場者 先着 300 名(選手・モデル含む)に配布する「NEEC ハンドブッ

ク」に掲載いたします。 

 

チラシ配布 

 

大会当日は 400名以上の来場が予想されますが、先着 300名(選手・モデル含)に 協賛企

業様提供のパンフレットや製品サンプルをお配り致します。 パンフレット配布は６月１１

日午前中に 300部下記に必着が条件となりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

送り先：〒530-0005 大阪市北区中之島 1 丁目 1番 27号 

     大阪市中央公会堂 3 階中集会室 NEEC 配布係行 TEL:06-6208-2002 

 

※ブース使用物を会場に送る際は箱上面に「ブース使用物在中」とご明記下さい。（開封しません） 

※副賞を会場に送る際は箱上面に「副賞在中」とご明記下さい。（開封します） 

※何も書かれていない場合は開封して中身を確認させて頂きますので貴重品（私物）等を同封されない 

 ようご注意下さい。 

 

 

協賛ブース 

 

当日会場内にブースを設置致します。 １ブースは長机(W180×D60cm)１台、椅子２脚と

なります。 企業紹介、商品販売、サンプル配布等、ご自由にご利用いただけます。 

 

広告掲載 

 

当日のご来場者、先着 300 名の方(選手・モデル含む)に配布する「NEEC ハンドブック」

に、 協賛企業様の広告ページ枠をご用意しております。 ご掲載をご希望の企業様は、入

稿データをご用意くださいませ。 

データ形式は PDF/Jpeg/Ping/Gif/AI(CS3 以下)/PSD(CS3 以下)に対応しております。 A4 

1/2サイズは、W210mm x h149mm、A4 1 ページサイズは W210mm x h297mm です。 

 

 

 

tel:06-6208-2002
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商品提供 

 

協賛企業様の製品 PR として、任意で「プレゼント抽選会」または 「部門優勝 副賞(２名)」

にご参加いただけます。 

 

【プレゼント抽選会】 

全競技終了後、授賞式開催前の時間に、協賛企業様にステージに上がっていただき、 プレ

ゼント頂く製品の告知(説明)を３分程度行っていただいた後、 プレゼントとして抽選会を

開催していただきます。 

 

【部門優勝副賞】 

授賞式の際、モデル部門優勝とマネキン部門優勝者計２名に 副賞(３～５万円相当)をご提

供していただけます。受賞者発表時に司会者より企業名と製品名をアナウンスさせていた

だきます。 また、部門優勝のプレゼンターになっていただく権利があります。 プレゼン

ターに複数の希望があった場合は、お申し込み日の先着順とさせていただきます。 

 

審査員推薦 

 

協賛企業様、または協賛企業様のご推薦の方を審査員として迎えさせていただきます。 審

査員には特別審査員と技術審査員がございますが、選任は実行委員会にお任せ下さい。 

 

GP 副賞 

 

ダイヤモンド(or プラチナ)スポンサー様のご協賛金より、賞金総額「現金１０万円」を捻

出させていただきます。 総合優勝「グランドチャンピオン」発表時にご提供企業としてア

ナウンスさせていただきます。 また、グランドチャンピオンのプレゼンターになっていた

だく権利があります。 プレゼンターに複数の希望があった場合は、お申し込み日の先着順

とさせていただきます。 

 

大会名称 

 

本大会の名称、NEEC 日本まつげエクステコンテストを NEEC 日本まつげエクステコンテ

スト●●大会とし、 ●●に企業名またはブランド名を入れさせていただきます。 

スポンサー申込 

  

http://www.neec-gp.com/sponsorform.html
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協賛スケジュール 

 

協賛申込は随時ご参加頂けますが、締切日を過ぎますと協賛特典の対応が難しくなりますので、 お早めに

ご登録いただけますようご協力をお願いいたします。 

 

各種締切日 

4月 30日 ・協賛応募締切 

・ロゴ掲載 

・協賛ブース〈ブース配置決定〉 

・広告掲載 

・審査員推薦 

・グランプリ副賞 

・製品提供 

6月１１日 ・配布チラシ会場必着日 

ブース出展スケジュール 

6月１１日 12:00～18:00 ブース設営・副賞ディスプレイ等 

6月１２日 9:05 開錠 

9:30 選手・モデル説明会開始  

10:00 一般来場開始 

10:30 開会  

19:00～21:30 撤収 
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ブース出展規定 

会場(中央公会堂)の利用規定から一部抜粋しております。 

出展企業様は必ずご確認ください 

駐車場 ●駐車場 

 タイムズ 24 の駐車場が併設されています。 

 障がい者優先スペース含め 15 台駐車可能で 24 時間利用いただけます。 

 9：00～22：00 20 分／200 円 （最大料金 2,200 円） 

 22：00～9：00 60 分／100 円 （最大料金 300 円） 

 駐車スペース以外に駐車することはできません。 

 

●搬入エレベーター 

地下１階の北西出入口(従業員用出入口)を使用し、No,3 エレベーター(搬入出用)をご利

用ください。 

禁止事項 ●法律、条例などで禁止されている行為 

 非常口、消火設備周辺、廊下、階段などへの物品の配置 

 下記の使用及び可燃物(クラッカー、スプレーなどを含む)の持ち込み 

 館内、敷地内及び周辺路上での喫煙 

●重要文化財の破損の恐れのある行為及び警官を損ねる行為 

 刀剣、銃器、激薬物など危険物の持ち込み 

 施設の壁面、扉、ガラス、付属設備などへの掲示物の添付 

 窓、カーテンの開閉 

●衛生上問題のある行為 

 調理行為(加熱・盛り付けを含む) 

注意事項 ●資材の搬入出、準備、撤収など 

 資材の搬入出、設営をされるときは、必ず柱、壁、床などを養生してください。 

 搬入出、準備は前日 18～21:30、撤収は閉会後 21:30 までを厳守して下さい。 

●その他 

 持ち込み品の管理は自己責任において行ってください。 

 設備、施設などを破損させた場合は速やかに公会堂事務局に届け出てください。 

 (修復に要した費用はご負担ください) 

 ゴミは全てお持ち帰りください。 

会場下見 ●会場(３階中集会室)下見は予約制のため日程調整が必要です。 

必ず事前に公会堂事務局までご連絡ください。 

会場周辺や施設内共有部、搬入経路等の確認は随時行っていただけます。 

http://osaka-chuokokaido.jp/common2015/img/map/image_03.png
http://osaka-chuokokaido.jp/inquiry/
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レンタル 

申込品 

１ブースにつき机(180cm×60cm)１台、椅子２脚がついています。 

下記追加を希望される場合はご連絡ください。 

●追加申込分 

 テーブルクロス(白)：864 円/枚 

 椅子追加：648 円/脚 

 電源使用料：600 円/3kw 未満 1000 円/３kw 以上 

(コンセント周辺のブースに配置いたします) 

 


