中面

今年20年の節目となるNPO法人日本ヘアカラー協会のコンテストが深化します！
競い合いと発表の場で、
日本のヘアカラーをけん引してきた私たちが考えてきたことは
全国の純粋にヘアカラーを勉強したいと集まったメンバーが、
よりリアル に競い合える場を持つこと。

昨年ゴールデングランプリ3作品感動シーン

10年余りライブコンテストを中心に様々なキャスティングで行ってまいりました。
その中で素晴らしい作品や胸を踊らせる作品が登場し、私たちの技術は確実に上達しました。
そして時代が変わり、今年は思いっきり出場者の皆さんに
これからの未来を感じ素晴らしい作品を創って頂けるよう新しい深化した形でコンテストを行います。
協会を代表するヘアカラリストやデザイナー達を審査員に迎え
《ヘアカラーのチカラ》で日本の女性を輝かせ、
メンバーのステージアップを目指します。

JUDGE
岩上 晴美【ファイブスター】

kakimoto arms（関東ブロック）

トレンドファッション
アワード
フレッシュで今を感じる
自由なデザイン
20代を中心とした、
ファッションを
楽しむ世代のための
ヘアカラーデザイン

オトナ ステキ
アワード

11 : 00

社会をリードする
ステキな大人世代
「自分のための、似合う、
…らしさ」がキーワードとなる
ステキな大人世代の
ヘアカラーデザイン

自分らしさを楽しむ
プラチナ
ヘアカラーデザイン

タイムスケジュール

12 : 00

一般ギャラリー 受付

10 : 00〜10 : 30（30分）コンテスト進行説明／競技規定説明
10 : 30〜

長谷委員長挨拶

10 : 45〜11: 15（30分）スタイリングタイム
（330組）

11 : 30〜12 : 20（50分）予 備 審 査

13 : 00

12 : 30〜13 : 50（80分）ステージウォーキング審査

14 : 00

13 : 50〜14 : 20（30分）休憩／転換

15 : 00

16 : 00

14 : 20〜15 : 20（60分）作品見学タイム
（一般ギャラリーアリーナ入場）
15 : 30〜16 : 10（40分）表彰式
（各賞発表〜閉会挨拶）

AWARD

中屋 信吾【ファイブスター】

FIRST（関東ブロック）

牟田 恭英【ファイブスター】

HAIR MAKE age（九州北ブロック）

カキモトアームズ初代カラーリストとして
活動を開始。現在、ヘアカラーマネー
ジャーを務めカラーリストチームの全体
責任者として信頼を集めている。国内
のみならずアジア各国においてセミナー
講師としても活躍中！サロンワークでは、
多数の人気モデルを顧客に持つヘア
カラーリストであり、業界誌、一般誌共に
撮影依頼を集める人気カラーリスト。

The 20 th
ANNIVERSARY
HAIR
COLOR
CONTEST
2016

現在カラーディレクターとして、 imaiiのトップカラーリスト。 お客様に合わせたデザイン、 活動は、
サロンワークだけに
全店のスタッフのヘアカラー サロンワークのみならず、
撮影、 アドバイスは高い再現性を とどまらず、セミナー講師、
に対する教育、全国のメー
コンテスト審査
講習活動で全国を飛び回る 生み、お客様がもっと生き フォト撮影、
カー・ディーラーのセミナー 日本を代表するヘアカラー
生きするヘアスタイル提案
員と多方面で活躍中。特に
講師、
審査員を務める。
また、 リスト。
「scaena×colore」 を探求する。サロンワークを 体系化されたヘアカラー理論
ヘアカラーの単行本や業界
中心に、
撮影、
セミナー、
ヘア
にはわかりやすいと定評が
でのサロンワークを中心に
誌等でも活躍中。
イベント あり、
専門誌の連載や、
全国
ショーや講習、撮影などで ショー、商品開発、
企画など幅広く活躍中。
からセミナー依 頼が 殺 到
幅広く活躍している。
している。

ＡＫＩ
ＲＡ

Ｃ＆ＣＩヤマノ
（関東ブロック）

kaako

ＳＯＨＯ
（京都ブロック）

加賀 裕章

back stage（関東ブロック）

medibeauty salon La YAMANO
2012年よりSOHOに新た
青山を拠点として首都圏5店舗
WITH PHYTO PARISで多数
なる活動をスタート！現在、 を展開。美容研究会Ｈ・Ｄ・Ｆを
の顧 客を抱える傍ら、
ＴＢＳ サロンワーク、H&M artist
立ち上げ、セミナーやカットコン
「ジャスト」の
【ＡＫ
Ｉ
ＲＡが行く】
を として広 告 撮 影 、セミナー テストを開催。サロンデザインに
はじめ、
テレビ、雑誌、
イベント 講 師など発 動 中 。プロダ
定評があり、長年にわたり支持
など多方面に出演。2003年 クト 開 発 、そして自 身 の されている。現在もサロンワーク
に設立されたＣ＆ＣＩヤマノの
単 行 本「あれんじのおと」 をベースに、国内外で精力的に
代表取締役社長として会社 「ArrangeNote etc...♡」 セミナー、
ショー、審査員などで
経営にも携わっている。
発売。
活躍している。

小松 敦

HEAVENS（関東ブロック）

小松 利幸

ANTI（関東ブロック）

古里 オサム

OF HAIR（関東ブロック）

由藤 秀樹

SNIPS（新潟ブロック）

表彰内容

ゴールデングランプリ
（3アワード 各1名）
トロフィー ・ 賞金30万円
◆ゴールデングランプリの方は、副賞として、
秋のスーパープレゼンテーションのプレゼンステージに出演！
準グランプリ

中村 太輔【ファイブスター】

imaii（関東ブロック）

プラチナ
アワード

9 : 00
9 : 30〜

瀧本 明貴子【ファイブスター】

ＺＡ/ＺＡ
（関東ブロック）

自分らしく凛としたデザイン

TIME SCHEDULE
10 : 00

審 査 員

トロフィー ・ 賞金15万円

（3アワード 各1名）

優 秀 賞

盾 ・ 賞金5万円

（3アワード 各6名）

メーカー特 別 賞

盾 ・ 賞金3万円

（3アワード 各1名）

美 容ジャーナル賞

盾

（3アワード 各1名）

一 般ジャーナル賞

盾

（3アワード 各1名）

独自の技術論「ツーセクション
女性像と共に進化するデザ
カット」やアグレッシブなヘアー インを追求し独創的感性で
デザインで注目を浴び J H A
独自の進化を遂げた技術は
各賞受賞。各地で開催される
新たな可能性を産み出す。
コンテストの審査員も多く担当。 『ヒラメキは無限の可能性
他に大手化粧品メーカーの製品 を人に与え、新たな感動を
企画アドバイザーやシザーや
創りだす』
をモットーにANTI
ブラシのプロダクツ企画など の表現世界を拡げている。
サロンワーク以外でも活動中。

現在８店舗を展開するサロンワーク
を中心に活動。ジャパンヘアドレッ
シングアワード審査員。東亜大学
客員教授や『アカデミー オブヘアー』
を主宰するなど教育活動にも力を
注ぐ。三角ベースで髪を染める理論
は今では一般的な手法となった。
美容師のためのバイブルと称される
新版『伝』絶賛発売中。

新潟市内に4店舗のコンセ
プトサロンを持つ。 THINK
GLOBALITY, ACT LOCALITY
というコンセプトのもと、
サロン
ワークを大切にし、ヘアスタ
イリストとして、
拠点を地域に
おきながら、
日本はもとより
グローバルに活動している。

