平成 26 年 7 月 17 日
＜報道関係各位＞

フォンテーヌ by レディスアデランス
TOTAL BEAUTY AWARD 2014 ファイナリスト６名が決定！
ウィッグでおしゃれを楽しみたい全国の女性たちから選出！
高橋惠子さん、八塩圭子さん、ＩＫＫＯさんを審査員として迎え、
ＮＯ.1 を決めるグランプリ発表会を９月３０日に開催
株式会社アデランス（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長 根本 信男）は、イキイキ
と輝く女性 No.1 を決定する TOTAL BEAUTY AWARD（トータル

ビューティー

アワード）の

ファイナリスト６名を以下の通り発表いたします。
TOTAL BEAUTY AWARD（トータル

ビューティー

アワ

ード）はいつまでも美しくいたいと考え、ウィッグで自由に
おしゃれを楽しむ女性を表彰する場として開催しており、
2014 年 3 月 3 日（月）～5 月 7 日（水）の期間、一般の方々
から参加者を募った結果、多くのご応募をいただきました。
今回は書類と面接により事前審査のうえ、ファイナリストを
決定いたしました。
６名のファイナリストの方々には、
1 人ずつレディスアデランスのヘアスタイリストが専任し、
それぞれの方にあったオーダーメイド・ウィッグを無償でご提供いたします。ウィッグで変身さ
れたお姿はもちろん、ウィッグで変わられた生活やお気持ちの変化が審査対象となり、9 月 30 日
（火）に開催されるグランプリ発表会で No.1 を決定いたします。 発表会当日はレディスアデラ
ンス

イメージキャラクターである女優

ナウンサー

高橋惠子さん、ＴＶＣＭにご出演されているフリーア

八塩圭子さんに、ゲストとして美容家

ＩＫＫＯさんを審査員にむかえ、グランプ

リ発表を盛り上げます。

■ファイナリストお名前（五十音順）
石川

美智子（いしかわ みちこ）さん

佐藤

禎子（さとう ていこ）さん

北海道

行木

君江（なめき きみえ）さん

東京都

堀内

あさ子（ほりうち あさこ）さん

森
山中

美幸（もり みゆき）さん

静岡県

東京都

東京都

真美（やまなか まみ）さん

愛知県

（次頁以降ファイナリストの詳細とコンテストの概要を記載しています。
）
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■ファイナリスト詳細

石川 美智子（いしかわ みちこ）さん 静岡県
54 歳 ピアノ教師
＜グランプリ発表会への意気込み＞
ファイナリストに選ばれたことを、友人が自分の事のよ
うに喜んでくれています。
自分でも信じられませんでしたが選ばれたからには精
一杯アピールしたいと思います。

担当ヘアスタイリスト：天久

佐藤

優子

レディスアデランス新宿

禎子（さとう ていこ）さん 北海道
54 歳 パート
＜グランプリ発表会への意気込み＞
このような貴重な機会を頂き、大変嬉しく思います。
ウィッグで、美しく、若返り、子育てなどの忙しさか
ら離れた、同世代の女性達が自分らしく生きることを
応援できたらと思っております。どうか宜しくお願い
致します。
担当ヘアスタイリスト：坂口

行木

憲一

アデランス札幌

君江（なめき きみえ）さん 東京都
70 歳 主婦
＜グランプリ発表会への意気込み＞
人生の終盤でこんな素敵な経験ができるなんて…まる
で 50 年ぶり二度目の成人式のような気分です！
ありがとうございます。

担当ヘアスタイリスト：宗形

堀内

和也

アデランスいわき

あさ子（ほりうち あさこ）さん 東京都
55 歳 会社員
＜グランプリ発表会への意気込み＞
与えられたチャンスを大切に、輝きを放つ女性になれる
よう、一生懸命努力したいと思っています。
担当ヘアスタイリスト：穴倉
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勝也

アデランス宇都宮

森

美幸（もり みゆき）さん 東京都
66 歳 モデル
＜グランプリ発表会への意気込み＞
家族の応援を受け、コンテストの機会を得る事が出来、
ファイナリストに残った事で、小さなウィッグで、大
きな夢と希望を持てます。70 歳も、も～怖くない！

担当ヘアスタイリスト：太田

山中

順子

アデランス甲府

真美（やまなか まみ）さん 愛知県
46 歳

結婚式場勤務（土日のみ）平日は主婦

＜グランプリ発表会への意気込み＞
これから更にトータルビューティを目指し、グランプ
リ発表会では最高の笑顔でキラキラ輝くウィッグスタ
イルを披露したいと思います。
担当ヘアスタイリスト：林

真信

レディスアデランス広島

■グランプリ発表会 開催概要
＜日時＞2014 年 9 月 30 日（火）
＜会場＞ホテルニューオータニ

14:00～16:30
芙蓉の間

＜当日のプログラム＞
主催者代表挨拶
審査員紹介
ファイナリスト紹介・プレゼンテーション
TOTAL BEAUTY AWARD 2014 発表・表彰
審査員総評
＜ゲスト審査員＞

・高橋惠子さん
15 歳での銀幕デビュー以来、日本を代表する女優として様々な人気
作・話題作に出演。常にチャレンジと進化を続ける姿が、同世代のみな
らず幅広い世代から熱い支持を集めている。
2012年より、株式会社アデランスのオーダーメイド・ウィッグのCMに出
演。レディスアデランス オーダーメイド・ウィッグのイメージキャラ
クターを務める。ご自身も、アデランスのオーダーメイド・ウィッグの
愛用者であり、 アデランスのヘアショーなどにも登場し、レディスア
デランスの顔となっている。
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・八塩圭子さん
1993年テ レビ 東京入 社後 、報道 局経 済部で 記者 を務め 、同 局ア
ナ ウンス 室に 異動 。ビジ ネスス クー ルでの MBA取 得後 、同局 を退職
し フリー アナ ウンサ ーと して活 動を 開始。 現在 は学習 院大 学経済
学 部経営 学科 特別客 員教 授を務 める だけで なく 、トッ プ企 業との
対 談やイ ベン ト・コ ーデ ィネー トな ど、ア カデ ミック な分 野に至
る までさ らに 活躍の 場を 広げて いる 。
2014年2月より、株式会社アデランスのオーダーメイド・ウィッグのCM
に出演している。

・ＩＫＫＯさん
高 級美容 室「 髪結処 サワ イイ」 で 8 年間 修業の 後、ヘ アメイ
クアップ アーティストを目指して独立。ヘアメイクを通して
IKKO 流 「 女 優 メ イ ク 」 を 確 立 し 、 絶 大 な 信 頼 を 獲 得 。 現 在 は 、
美容家として活躍する傍ら、そのセンスを活かして様々な商品
開発、執筆や講演、音楽活動などにとどまらず、プロデューサ
ー として も活 躍の場 を広 げてい る。
TOTAL BEATY AWARD グランプリ発表会では美容家としてファイナリ
ストにエールを送っていただく。

■賞及び賞品
・グランプリ（1 名）賞金：100 万円／副賞：プレミアムな海外の旅（200 万円相当）
ウィッグのメンテナンス１年分無償提供
・準グランプリ（1 名）賞金：70 万円／副賞：有名旅館ペア旅行（30 万円相当）
ウィッグのメンテナンス１年分無償提供
・審査員特別賞（1 名）賞金：40 万円／副賞：宝石・アクセサリー（30 万円相当）
ウィッグのメンテナンス１年分無償提供
・ファイナリスト賞（3 名）

副賞：旅行券 10 万円分

ウィッグのメンテナンス１年分無償提供
※ファイナリストの方には、審査の際にお作りしたウィッグを無償でご提供いたします。
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ご参考（応募締め切り済みです）
■コンテスト概要(詳細につきましては、キャンペーンＷＥＢサイトをご覧ください)
コンテスト名称：

フォンテーヌ by レディスアデランス

コンテスト内容：

いつまでも美しくありたいと思い、ウィッグで自由におしゃれを楽しむ方を

TOTAL BEAUTY AWARD 2014

応援する方を対象としたコンテスト。参加者を一般募集し、書類選考、面接・
カウンセリングを経てファイナリストを決定し、発表会でグランプリを決定、
表彰いたします。
応募期間：
応募資格：

2014 年 3 月 3 日（月）～5 月 7 日（水）消印有効
・40 歳以上の女性で、日本国内在住の方
・自薦他薦問わず、必ずご本人の同意の下、アデランスのサービスを受けられ
る方

※現在ウィッグをお持ちでない方はもちろん、既にウィッグをお持ちの方（他社製品含む）も対
象となります。
審査フロー：

第一次審査：書類選考
第二次審査：面接審査・カウンセリング
最終審査：プレゼンテーション（グランプリ発表会）

キャンペーンサイト：

http://www.ladiesaderanscontest.com/

※その他コンテスト詳細については、コンテストホームページ
（ http://www.ladiesaderanscontest.com ）をご参照ください。

個人情報の取り扱いについて
FONTAINE by レディスアデランス TOTAL BEAUTY AWARD 2014 主催の株式会社アデランス（以下、当社）は、本コンテストの
応募にご入力いただいた個人情報を、書類審査、面接審査、グランプリ発表会（最終審 査）
、HP 内でのコンテスト情報の発表、
参加者への連絡（当落通知・スケジュール連絡など）、各種イベント・キャンペーン・各種サービスのご案内（ニュー ス配信）、
に利用させていただきます。それ以外の目的には一切使用いたしません。 またお客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託
先以外の第三者に開示・提供することはございません。（法令等により開示を求められた場合を除く。） 当社の個人情報の取り扱
い方針については、当社ホームページのプライバシーポリシー（ http://www.aderans.com/policy.html

＜この件のお問い合わせ先＞
株式会社アデランス 広報 IR 室
TEL：03-3350-3268 FAX：03-3352-9628
アデランス ホームページ：http://www.aderans.jp
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）をご確認ください。

