
 

ミューフルインストラクター接客技術コンテスト 2021 募集要項 

 

主催 ⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会 

協賛 株式会社美幸コーポレーション 

⽬的 
バイオウォーミーパックの施術技術の向上とお客様の肌悩みに寄り添ったセルフケアの

アドバイスができるインストラクターの養成 

応募資格 ⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会会員、もしくは協会員が推薦するもの 

募集部⾨ テーマ︓バイオウォーミーパックで肌悩みを解決する基礎技術と必殺技 

応募費 5,000 円 

賞及び表彰 

１．グランプリ ︓賞⾦ 10 万円 

・受賞式典への招待 

・美幸コーポレーション公式 SNS での紹介 

・年間を通した広報活動の共有 

・取材インタビューを元にしたサロン紹介ツールの作成（希望者のみ） 

２．優秀賞︓賞⾦ 5 万円 

・受賞式典への招待 

・美幸コーポレーション公式 SNS での紹介 

・年間を通した広報活動の共有 

３．奨励賞︓賞⾦ 3 万円 

・受賞式典への招待 

・美幸コーポレーション公式 SNS での紹介 

・年間を通した広報活動の共有 

4．ミューフル社員が選ぶ特別賞︓MYUSE システム 50,000Pｔ 

・受賞式典への招待 

・美幸コーポレーション公式 SNS での紹介 

・年間を通した広報活動の共有 

※賞品は、予告無く変更になる場合があります。 

 

募集期間 2021 年 6 ⽉ 21 ⽇（⽉）〜2021 年 7 ⽉ 20 ⽇（⽕） 



 

応募⽅法 

エントリー⽅法 PassMarket（パスマーケット）にてエントリー受付 
受付期間︓2021/6/21(⽉) 12:00 〜 2021/7/20(⽕) 17:00 
 
［ミューフルインストラクター接客技術コンテスト 2021］ 
URL︓https://is.gd/ZY00Cx 

pass︓ASEA2021 
 
 
 
※動画データは申込完了後、メールにて作品提出⽤の URL をご案内いたします。 

※ギガファイル等クラウドストレージを利⽤してご提出いただく予定です。 

審査内容及

び基準 
別添の審査基準による。 

審査委員⻑ 
⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会理事⻑ 

 佐々⽊ テル 

審査委員 

⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会アカデミー事業部     

ミューフルインストラクター講師会 

株式会社美幸コーポレーション 

その他 

エントリー者には作品提出までのフォローアップをさせて頂きます。下記コンテンツに
ついてはWEBセミナー等を⽤いて詳しくご案内する機会を設ける予定です。 
1 動画の撮り⽅ 
2 動画の提出の仕⽅ 
3 審査基準について 
4 動画の活⽤の仕⽅ など 

※他 ご希望の⽅には個別に動画作成及び提出までのフォローアップをさせていただきます。 

コンテスト

運営事務局 

⼀般社団法⼈ アジアセルフエステ協会事務局 

〒107-0062 東京都港区南⻘⼭ 5-10-2 第 2九曜ビル 9F TEL03-6712-5467 

 

【審査基準】 

ミューフルインストラクターの接客技術（施術）を表現した動画作品をもとに審査を⾏います。 

今回の施術テーマは「バイオウォーミーパック」です。以下のポイントに 

1. バイオウォーミーパックを⽤いた施術の動画であること。 

2. 提出される動画は下記条件とともに、審査に適した画質、明るさ、撮影の⾓度、⻑さであること。 

l モデル施術（座位）とする。 

l バイオウォーミーパックの 1回転（4 分以内）、肌の悩みを解決する必殺技として紹介できる塗り⽅（10分以内）

の動画により審査する。 



 

※詳細は下記の応募規定、動画撮影規定をご参照ください。 

【応募規定】 

l 応募動画に使⽤される著作物、肖像については、応募者本⼈が著作権を有するもの、または権利者から事前に使⽤

承諾を得たものとします。 

l 被写体に⼈物（モデル）が含まれている場合は、応募者本⼈の責任において事前に被写体（モデル）の承諾を得る

など、肖像権等の侵害の問題が⽣じないことを応募の条件とします。募集要項（様式-1）の「肖像権使⽤同意書」 

l 応募動画に関して法律上の問題が⽣じた場合、応募者の責任および負担において、その⼀切を解決するものとしま

す。 

l 応募動画に以下①〜③の内容が含まれる場合、主催者判断で失格となる場合があります。 

① 法律を侵害する、中傷的な、名誉を毀損する内容 

② 犯罪と考えられたり、⺠事責任の原因となったり、その他の⽅法でいかなる法律に違反するような⾏動となる、ある

いは、そのような⾏動を助⻑する内容 

③ 以下に挙げるものをはじめとする、あらゆる第三者（個⼈・法⼈を問わない）の著作権、登録商標、契約上の権利ま

たはその他いかなる知的所有権を侵害する、また、いかなる者のプライバシーや知名度に関する権利への違反 

-第三者が所有する著作権で保護された素材 

-有名⼈や著名⼈を特定する名称、肖像、またはその他の特徴 等 

【動画応募規定】 

l 提出する動画 1 ファイルは 10分以内としバイオウォーミーパックの 1回転（4 分以内）、肌の悩みを解決する必

殺技として紹介できる塗り⽅（10分以内）の 2分割で提出する。    

l 応募時における動画データの 1 動画あたりのファイルサイズは 1GB 以下、フォーマットは MOVもしくは MP4 の

みとさせていただきます。※画⾯サイズとしては 640×480 あれば⼗分です。   

l 撮影機材は不問です。 

l カメラアプリ、編集アプリ、ソフトウェア等を利⽤し編集した動画の応募も可能です。 

※⼊賞者には受賞決定後、本コンテストに関わるＰＲ等のため、より解像度の⾼い動画データの追加提出をお願いするこ

とがあります。 

 

 

【動画撮影規定】 

図-1 

 

 

 

 

 



 

 
1．図-1 を参考にバランスの取れた安定した構図を決めて撮影してください。 

 

2．次に、被写体と画⾯の⽐率は図-2 を参考にバストショットで撮影してください。 

 

図-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.被写体を撮る⾓度（アングル） 

対象者を撮る⾓度のことをアングルと⾔います。アングルは３つあり、それぞれによって視聴者に与える印象が変わりま

す。図-3のように対象者に⽬線を合わせた⽔平（⽬⾼）と呼ばれる⾃然な⾓度での撮影を基本にしましょう。 

名称 印象 

俯瞰／ハイアングル／ 

ハイポジション 

インタビュー対象者を上から⾒下ろす⾓度での撮影。 

俯瞰で撮ると⼩さな印象を与えたり、⼈物を弱く感じたりする。 

⽔平／⽬⾼（めだか）／ 

アイレベル 

インタビュー対象者に⽬線を合わせた⾃然な⾓度での撮影。 

普段⾒慣れた⾼さなので安定感があり、親しみや公平な印象を与える。 

あおり／ローアングル 

インタビュー対象者を下から⾒上げる⾓度での撮影。 

⼤きさが強調されやすく、迫⼒を表現することができる。 

図-3 

 

 

 

 

 

 
また撮影時は、三脚等を使⽤するなどし、固定アングルで撮影してください。 

 

 



 

3．明るさの調整や光の当て⽅ 

被写体の⾊や形をはっきり⽴体的に⾒せたい場合や⼈物の表情を豊かに⾒せたい場合には、斜め前⽅から光を当てます。

スマホ等で撮影する場合、追加の照明機材を使わずに撮影する際は次のポイントを参考にして撮影してください。 

⼀番きれいに撮れるのは⾃然光です。室内での撮影であれば、窓のある部屋で天気のよい⽇の⽇中に半順光を意識しなが

ら撮影するのがベストです。⾃然光での撮影が難しい場合は、天井の蛍光灯などもともとある室内照明に頼ることになり

ます。天井の蛍光灯が主な光源の場合、被写体の真上に強い照明があると、真下に影ができ⼈物の顔⾊が悪く⾒えます。

その場合は少し場所を変えて、⾊や形や影などが⾃然に⾒える場所を探して撮影しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明るさが⾜りない場合、付属のカメラに⾃動補正機能があればそれを使って調整することができます。 

スマホやタブレットでも簡単な調整ができますので、参考までに iPhone の場合で説明します。iPhone は、撮影中に画

⾯内の暗いところをタップすると明るく補正し、明るいところをタップすると暗く補正してくれる「AE/AFロック」機

能があります。この機能を利⽤し、理想の明るさを探ります。AE は絞り（明るさ）の調整、AFはピント(フォーカス)位

置の調整のことです。 

⼈を撮る時はつい顔をタップしたくなりますが、映像全体を⾒ながら適切な明るさを⾒つけて調整してください。ただ

し、「AE/AFロック」機能はピントの調整も兼ねているので、明るくしたいからといって被写体より距離的に⼿前や後

ろの場所で固定してしまうと、被写体にピントが合わなくなります。そのため、被写体と同じくらいの距離にある暗めの

場所をタップし、適正な明るさに調整する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しさが重視されるものの撮影では照明の⾊に注意が必要です。 照明の光には複数の種類（光⾊）があり、どの光⾊を

選択するかによって撮影した被写体の⾊に影響を与えます。⾝近な例でいうと、住宅のダイニングの蛍光灯は⾷事が美味

しそうに⾒えるように暖⾊系が好まれます。暖⾊系の照明は⾷事だけでなく、⼈の肌の⾊も⾎⾊よく⾒えます。⼀⽅、⼀



 

般的にオフィスの蛍光灯は寒⾊系のため、被写体がくすんだ感じになり、美味しさや美しさなどが正しく伝わらなくなっ

てしまいます。もし寒⾊系の蛍光灯しかない環境で⾷品や美容系の被写体を撮影する場合は、撮影⽤の照明を追加で⽤意

したほうがより美しく撮影ができますので調整してください。 

【審査の流れ】 

l 応募動画は、応募受付終了後、審査を⾏い、各賞の受賞者を決定します。審査結果は、2021 年 8⽉中旬（予定）

までに⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会ウェブサイトにて発表します。 

l 「ミューフル社員が選ぶ特別賞」については、美幸コーポレーション社員の審査で決定いたします。 

 

⼊賞通知 

l ⼊賞者には、審査終了後、2021 年 8⽉中旬（予定）までに、登録していただいたメールアドレスに E-mailにて通

知いたします。 
注: ⼊賞者はコンテスト運営事務局からお送りする⼊賞通知 E-mail に記載されている URL にアクセスし記載内容に同意いただいた上

で指定の期⽇内に登録が必要です。同意をいただけない場合は失格となることがあります。なお、記載内容の確認等、コンテスト運

営事務局が必要と判断した場合には、お電話等で連絡をとらせていただくことがあります。 

 

注意事項 

l インターネット経由以外の⽅法での受付は⾏っておりませんが、他の⽅法をご希望の場合は運営事務局にご相談く

ださい。 

l 応募に伴い発⽣した費⽤はすべて応募者が負担するものとします。 

l 応募の時点で、応募者は本応募要項に記載の諸条件に同意したものとみなします。 

l 本応募要項に明記されていない事項については、主催者が最終的な決定権を持つものとします。 

l 主催者の決定に同意できないときは、応募者は応募を撤回することができます。なお、応募の撤回にともなう費⽤

は、すべて応募者の負担となります。 

l 応募動画は応募を撤回した場合も含めて、いかなる事情においても返却いたしません。 

l 主催者は、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響およびサーバーへの不正アクセス等主催者の⽀

配の及ばない理由により、本コンテストの円滑な運営、安全性、審査における公正性等を損なうと判断したとき

は、動画応募受付の全部または⼀部を延期または中⽌することがあります。予めご了承ください。 

l 本コンテストの審査結果に関するお問い合わせおよび苦情、異議申し⽴て等には⼀切応じかねますので、予めご了

承ください。 

l 賞品は、予告なく変更となる可能性があります。 

 

  



 

責任事項 

● 動画の取り扱いについては最善の注意を払いますが、データ送信中の事故、損傷および紛失等につきましては、主催者は⼀切の責

任を負いません。 

● 主催者は、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響およびサーバーへの不正アクセスなど主催者の⽀配のおよばな

い事態およびそれに関連して⽣じた応募者の損害等について、⼀切の責任を負いません。 

● 本コンテストへの応募に関連して応募者が何らかの損害を被った場合においても、主催者は⼀切その責任を負いません。 

● 応募動画で撮影されるモデルおよび著作物等については、モデルおよび著作者等の権利者から応募者が事前に使⽤許諾・承認を得

た上で応募してください。 

● 応募動画に関し第三者からの権利侵害や損害賠償などの苦情、異議申し⽴てがあった場合といえども、主催者は⼀切の責任を負わ

ず、応募者がすべて対処するものとします。 

● 主催者ならびに主催者と協⼒して本コンテストを運営する第三者および審査員の応募者に対する責任につきましても、上記に準じ

て取り扱われるものとします。 

 

応募者の権利 

● 応募動画に関する著作権およびそれと同等の権利は、応募者に帰属するものとします。ただし、主催者は、応募動画に関して、以

下の「主催者の権利」に定める権利を持つものとします。 

 

主催者の権利 

● 主催者は募集期間中の動画作品を、本コンテストの広報活動のために、本コンテストに関連するウェブサイトおよび公式 SNS ア

カウントにてクレジットを明記した上で、公開する権利を有するものとします。ただし、これによって、⼊賞を約束するものでは

ありません。 

● 主催者は審査後、応募動画を本コンテストに関連するウェブサイトおよび公式 SNS アカウントにてクレジットを明記した上で、

公開する権利を有するものとします。この際に、応募動画の⼀部がトリミングされて表⽰される可能性があります。 

● 主催者は、本コンテスト及び⼀般社団法⼈アジアセルフエステ協会の広報活動を⽬的として、主催者認定代理店（以下、主催者を

含め「主催者等」と総称します）の管理または主催するウェブサイト、公式 SNS アカウント、関連イベントおよびその施設等に

おいて、⼊賞動画を、⼊賞者の許諾を要することなく無償で、クレジットを明記した上で、公表、複製、発表、公衆送信、展⽰、

印刷、領布、翻案および上映させることを許諾する⾮独占的な権利を永久に有するものとします。 

● 主催者等は、⼊賞者の⽒名を、本コンテストに関連するウェブサイト、公式 SNS アカウント等で発表します。 

● 上記にかかわらず、主催者等は、主催者等の管理するウェブサイト、公式 SNS アカウント、関連イベント等の告知⽤ポスター、

チケットまたはパンフレット等の媒体において、⼊賞動画の全部または⼀部を利⽤したコラージュ、コンピュータグラフィックス

等の画像効果を加えた画像、動画その他クレジットの記載が困難な態様にて受賞動画の全部または⼀部を使⽤する場合、クレジッ

トの記載を⾏わないことがあります。 

● ⼊賞者は、主催者等による⼊賞動画の利⽤に関して、著作者⼈格権に基づく権利⾏使をしないものとします。 

● 主催者は、応募者または⼊賞者の同意が得られた場合には、前項に記載する以外の⽬的のために、応募動画または⼊賞動画を、無

償で、本コンテスト応募動画または⼊賞動画であることおよびクレジットを明記した上で、公表、複製、発表、公衆送信、展⽰、

印刷、領布、翻案および上映させることを許諾する⾮独占的な権利を永久に有するものとします。 

● 応募が応募要項に違反すると主催者が判断した場合、その応募は無効となります。なお、応募無効についての通知はいたしませ

ん。 

● 主催者は、⼊賞後に応募者の失格が発覚した場合、⼊賞の取り消しおよび賞品などの返還要求を⾏うことができます。 

 


