『sen-se collection2014 モデルコンテスト』について
【応募資格】sen-se 会員 ※非会員の方は、センスへのご入会が必須条件となります。
【出演条件について】
2014 年 1 月 26 日
（日）
14～17 時 sen-se 新年会でのコンテストに参加頂ける方。
※新年会参加費がかかります。
【コンテスト詳細】
sen-se 新年会内にて開催
sen-se collection モデルコンテストグランプリ１名の方に下記をプレゼントいたし
ます！
・ sen-se collection 参加費用 50,000 円（税込）分（特別レッスン費用含む）
・ スタンダードクラスレッスンチケット 5 回分 15,750 円（税込）分
合計 65,750 円（税込）分
【審査内容】
①ウォーキング
②自己ＰＲ
1 分程度で、
ご自身のことや、
センスコレクションへの熱い気持ちをお話しください。
【審査員】
sen-se 講師陣および新年会にご参加の皆様
【用意するもの】
コンポジ５部（作成の仕方はセンコレ規約書のページを参照下さい）
提出期限：1 月 10 日
【参加費】
7,000 円(フレンチフルコース・フリードリンク付)
【場所】
芦屋モノリス２F バンケット
〒659－0066 兵庫県芦屋市大桝町 5－23
http://www.ashiyamonolith.jp/
 JR「芦屋駅」南口徒歩 5 分、阪神電車「芦屋駅」東改札・北出口徒歩約 4 分
【コンテスト参加における注意点】
グランプリを逃した方でも、sen-se collection 2014 への出演申込は実費で可能
です。またコンテスト参加後、出演辞退も可能です。
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【sen-se collection 2014 出演規約書】
開催日時：2014 年 4 月 27 日（日）

13 時から 4 時間程度予定

出演者は当日午前中からリハーサル・ヘアメイクの時間があります。
開催場所：【KFMホール“イオ”】 707平方メートル（直径30m 円形ホール）
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 http://www.kfm.or.jp/accessmap.html
sen-se collection 出演者は、この催しが「美しく輝きたいと望むすべての人を応援する」
目的で開催されていることに賛同し、sen-se collection 実行委員会の指示に従い行動して
頂く事をご了承下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊重要！必ずお読みください！＊＊＊＊＊＊＊＊
出演条件について
1.

sen-se 会員で 3、4 月の『sen-se』各自の所属校のレッスンと大阪近郊スタジオでの
sen-se collection 特別レッスンに参加して頂ける方。

2.

本規約書の内容をご確認頂き、同意頂ける方。
※出演申込書の提出をもって、本規約書の内容に同意頂いたものとさせて頂きます。

3.

特別レッスン日とは別に、『sen-se』の所属校のレッスンに参加すること。
※目安としてモデル・スタンダードコースどちらかのレッスンを 4 回以上、もしくは個人
レッスン 2 回以上を受講している。

4.

イベント開催に関係する記録物（写真や映像）に関しては肖像権を sen-se

collection 実

行委員会に譲渡して頂ける方。

特別レッスンについて
1.

下記の日程で sen-se collection 特別レッスンを行います。
【sen-se collection 特別レッスン】
＜日時＞ 2014 年 3 月 23 日、30
日、30 日、4
日、4 月 6 日、13
日、13 日（日）13
日（日）13〜
13〜15:00
※衣装合わせなどの都合により時間が前後する場合がございます。
2014 年 4 月 20 日（日）全体リハーサルとなります
日（日）
※時間は出演ステージによって異なります。
（例年 10:00 頃から２時間程度）
＜場所＞ Studio Zest（スタディオ

ゼスト）

大阪市北区堂島浜 1-4-27 堂島中町ビル２Ｆ
※地下鉄西梅田駅より徒歩 6 分／地下鉄肥後橋駅より徒歩 7 分

2.

特別レッスンカリキュラムに含まれる内容は以下の通りです。
①ショーで必要となるスキルのレッスン
（「出とハケ」「ターン」「ポーズバリエーション」など）
②出演ブランドごとのレッスン
（フィッティング（衣装合わせ）、コース取り、リハーサルなど）
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3.

出演者の方は、この特別レッスンを必ず受講して頂けますようお願い致します。

4.

この特別レッスンには、ウォーキングの基礎は含まれません。スキルアップには基礎が大
切です。各所属コースにて基礎を築いてください。

sen-se collection 参加費について
1.

sen-se collection 参加費は、50,000 円（税込み）となります。

2.

参加費には、特別レッスン代、チケット 10 枚、センコレ（本番）ＤＶＤが含まれます。
（※追加チケット代は前売り：1,000 円、当日：1,500 円）

3.

チケットのお渡しは、3 月下旬の予定です。

4.

上記特別レッスンの料金は、出演ブランド、レッスンご参加日程・時間帯などに関係なく
一律料金となります。

5.

参加費のお支払方法はお振込みとなります。
締切日：お申し込み頂いた日より１週間以内にお振込み下さい。

【お振込先】
楽天銀行 ジャズ支店
名義

（普）

NO.5007080

ハッピー フィールド フクダ

ユウコ

※振込み手数料はお客様ご負担でお願いいたします
※一旦お振込みいただいた後のお客様の都合による払い戻しは出来ませんので、
ご了承ください
※お振込みいただけましたらご一報いただけますようお願い申し上げます。
collection-osaka@sen-se.com

出演のお申込の流れについて
2.

以下の手順でお申込みをお願い致します。
① sen-se コレクションサイト内「出演申込フォーム」
（https://55auto.biz/sen-se/regires.php?tno=67）全項目ご記入のうえ送信くだ
さい。

② コンポジット 5 部

（カラーコピー可）を郵送または、sen-se 講師に手渡しで提出。

※コンポジットは衣装の選定、当日のヘアメイクの参考用です。コンポジの髪の長さ、
色から大きく変更しないようにてください。提出締め切り：２月 10 日（月）

【コンポジットがない場合】
別紙コンポジ台紙に必要事項を記入し、全身・アップ写真を貼付けてください。
郵送先
〒550−0002
Happy Field 内

大阪府大阪市西区江戸堀１丁目 23−21
sen-se collection 実行委員会

ビエラ江戸堀 903 号

宛

③ 参加費 50,000 円（税込み）をお振込み頂きお振込み頂いた旨を
collection-osaka@sen-se.com までメールで御連絡下さい。
題名： sencolle 振込連絡
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本文：お振込完了の旨、モデル名、
（異なる場合は振込名義を別途ご明記ください）

※こちらでのお振込み確認後、お申込み完了となります

注意事項について
1.

当日身につける衣装・アクセサリーなどは、出演ブランドの商品であり、お借りしている
ものだということを忘れず、取り扱いには十分注意して頂き以下のような配慮をして頂け
ますようお願い致します。
・衣装を着脱する際は、必ず「フェイスカバー」を使用する
・衣装を身につけたまま飲食しない
・衣装を身につけたまま待機している間は、上に自分のコートをはおる
・衣装を身につけたまま座ったり、しゃがんだりしない（しわ防止）

2.

万が一、出演ブランドの商品を汚したり、破損した場合はお買取頂く可能性がございます
のでご了承下さい。

3.

メールについて
イベント関連の連絡を@sen-se.com から PC から行います。何らかのメール設定をされて
いる方は受信できるように設定しておいて下さい。
特に携帯への連絡をご希望の方は PC からのメールを受信できるように設定をしてくださ
い。

4.

イベント開催に関係する記録物（写真や映像）に関しては肖像権を sen-se

collection 実

行委員会に譲渡して頂きます。sen-se 関連の WEB サイトや広告媒体に掲載される可能性
もございますのでご了承ください。
5.

一旦お振込みいただいた後のお客様の都合による払い戻しは出来ませんので、ご了承くだ
さい。
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