
最優秀賞 優秀賞

供田　依冶胡さん
専門学校　金沢美専

怠けモノ
怠けモノを描きました。怠
けモノ特有のタレ目で癒
しを与えてくれる印象を
作りたかったので、可愛ら
しい優しい感じに仕上げ
ました。

梶　弥音さん
専門学校　金沢美専

Python
私の中で蛇は強いというイメージや
外見が綺麗なイメージがあったので、
その要素を女性と重ね、力強くも華麗
で魅惑的な女性を作りました。蛇の
独特な鱗の光沢もオイルやラメを
使って表現しました。

花出　舞香さん
専門学校　金沢美専

owl girl
フクロウを仮面に見せたところがポイ
ントです。目の周りに描くことでより
仮面さを強調させました。一本一本リ
アルな毛にして立体感やリアルさを表
現しました。

信太　佑茄さん
京都理容美容専修学校

Carnivore
顔に描いて試したり、手にかいたり試
行錯誤して作り上げた作品です。最後
の最後まで修正して作品撮りまで
しっかり時間を使い納得いくまで仕
上げることができました。撮影は顔と
手の位置にこだわりました。

下垣　泉さん
ＥＣＣアーティスト美容専門学校

狐の嫁入り
シンプルに狐では少しものたりないと
思ったので狐は狐でも狐の嫁入りを
テーマに作りました。全体を白で統一
し神秘的な雰囲気を演出。目元には
赤・ゴールドを使い鮮やかに。頬には
彼岸花を描きました。

内丸　能雅さん
中部美容専門学校　岡崎校

睥睨
・半人間、半虎の感じを表現したかった。
・人を睨む、観察する+獲物を狩る、狙う
→睥睨（へいげい）

長島　千夏さん
埼玉県理容美容専門学校

Fly away

孔雀をイメージしました。青と緑の羽
を使用しています。目のまわりのメイ
クを羽の感じを出したところがポイ
ントです。

細川　真由美さん
ＥＣＣアーティスト美容専門学校

LIGER
ライオンと虎の雑種であるライガーを
イメージ。顔の模様とたてがみの色合
いは虎に、ライオンより小さめのたて
がみは少し大きめにしライオンらしさ
も表現。毛量感を出し、顔の模様も意
識しました。
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二階堂　玲奈さん

郡山ヘアメイクカレッジ

夕焼けガラス
動物園にカラスが展示されていること
を知り、知的な感じと黒のかっこよさ
や美しさ、クールなイメージを表現し
たかった。カラスから夕日が想像でき
たので、夕日をバックに写真を撮りま
した。

宇佐見　綾花さん

名古屋文化短期大学

きりん
大胆なキリン柄を上品に表現しました。

敢闘賞

多田　美香さん
専門学校　金沢美専

強いヒョウ
私はビューティ系のメイクでありながらも

ヒョウを表現しました。顔に模様を描くのは

とても難しく、全体のバランスをまとめるの

も難しくやり甲斐がありました。アフリカの

女性っぽくベースメイクも黒くしました。

山本　莉奈さん
専門学校　金沢美専

肉食
顔全体をチーターのように茶色にし、模様

をほほ・おでこ・首に描きました。また、口ま

わりや目元をチーターみたいに毛並みを入

れ本物のように仕上げました。

平　加紗音さん
専門学校　金沢美専

狼男
モデルさんの顔のパーツから狼があってた

ので狼で表現しました。こだわった部分はリ

アル狼に近づけること。１つ１つの毛を立体

的にだし、口まわりも人間の骨格にならな

いよう修正しながら仕上げました。

谷口　茉由さん
専門学校　金沢美専

凶暴
ゴリラと言ってもただ顔を黒くするのではな

く、しっかり表情じわや眉間のしわといった

細かい所まで描くように意識しました。普通

の顔をしているときも怒ってる様に見せられ

るよう白いシャドウを少しずつぼかしながら

入れる工夫をしました。

森　悠希さん
ＥＣＣアーティスト美容専門学校

sheep
ダークでかっこいい羊を作りました。いつもか

わいらしいイメージをもたれがちなのでガラッ

と雰囲気を変えようと思いこの作品を作ろう

と思いました。なにかゲーム等の世界での（Ｚ

ＯＯ）『ボス』感が出ている強そうな羊です。

糸数　夫美恵さん
ＥＣＣアーティスト美容専門学校

Panther
動物と聞き浮かんだのがヒョウでした。ネコ

科の動物が大好きで猫耳・レオパード柄のメ

イクをしたかったのでぴったりでした。切れ長

のラインでヒョウの艶やかさを、大きな耳と波

打つロングヘアでワイルドさを表現しました。

倉井　澪さん
宇都宮美容専門学校

笹とレッサーパンダ
毛をリアルに描けるように意識しました。特

に頑張ったところは鼻と口です。

梶山　菜々子さん 他
新井　花菜さん・伊藤　穂香さん
青木　実莉さん・中村　希那さん

東京美容専門学校

夢想狐
狐は古来から日本で親しまれてきた動物である

ため、日本の伝統芸である歌舞伎のメイクを参

考にした。ほほのペイントにホログラムやラメを

使い、髪型は着物に合わせ、まとめ髪にかんざ

しや小物を使用し華やかな和の雰囲気を演出

西出　安寿美さん
名古屋文化短期大学

Zebra
シマウマの白と黒のめりはりをしっかりと付

けるためにどうらんを使用しました。さらに、た

てがみをイメージし髪をモヒカンにしました。

西村　有紗さん
東京ビューティーアート専門学校

素敵な鹿に成長していくバンビ
目の大きさを生かして涙袋をオーバーに表

現しました。眉は凛々しく、力強い感じにし、

鼻筋は顔の中で一番高く一番バンビに見せ

るため茶色の中でも一番濃い色に使用して

目立たせました。

優 秀賞

主催 ： 一般社団法人 日本メイクアップ連盟 / 監修 ： 東京kawaiiプロジェクト

～動物園のキャラクターたち～
総勢70名様のご応募がありました。
キャラクターフォトコンテストの受賞者を発表いたします！

一般社団法人 日本メイクアップ連盟
「ジャパニーズかわいい！」を美容学校から世界へ発信！
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受賞結果

入選

専門学校エビスビューティカレッジ
久野 風香さん

中部美容専門学校　名古屋校
塚本 海優さん

東京美容専門学校
板坂 朋香さん 他4名

中部美容専門学校　名古屋校
柴田 紗妃さん

ＥＣＣアーティスト美容専門学校
勝山 萌さん

中部美容専門学校　名古屋校
大脇 菜々子さん

ＥＣＣアーティスト美容専門学校
中野 亜紀さん

東京美容専門学校
鈴木 みなみさん 他6名

宇都宮美容専門学校
関根 未夏さん

中部美容専門学校　名古屋校
木下 あおいさん

札幌ブライダル＆ホテル
観光専門学校

吉川 桃佳さん 他2名

東京美容専門学校
鈴木 みなみさん 他6名

東京美容専門学校
野口 文華さん 他2名

中部美容専門学校　名古屋校
柴田 りのさん

中部美容専門学校　岡崎校
大山 凪紗さん

東京美容専門学校
木村 夏稀さん 他3名

中部美容専門学校　名古屋校
筒井 玲衣さん

中部美容専門学校　岡崎校
髙橋 光輝さん

東京美容専門学校
森 美南さん 他4名

名古屋文化短期大学
赤池 柚香さん

札幌ブライダル＆ホテル
観光専門学校

吉川 桃佳さん 他2名

東京美容専門学校
齋藤 香純さん 他5名

大阪デザイナー専門学校
松浦 千尋さん

専門学校エビスビューティカレッジ
杉崎 直緒さん

専門学校穴吹調理
デザインビューティカレッジ

三小田 千容さん 他4名

中部美容専門学校　名古屋校
太田 樹南さん

東京美容専門学校
諏訪 礼乃さん 他2名

名古屋文化短期大学
鈴村 優さん

東京美容専門学校
齋藤 香純さん 他5名

東京美容専門学校
羽下 恵美さん 他3名

札幌ブライダル＆ホテル
観光専門学校

宇田 千里さん
専門学校穴吹調理

デザインビューティカレッジ

田中 大耀さん 他4名

中部美容専門学校　名古屋校
岩本 歩さん

専門学校エビスビューティカレッジ
今村 めぐみさん

東京美容専門学校
平野 沙耶さん 他2名

専門学校 金沢美専
杉本 楓さん

中部美容専門学校　名古屋校
水野 玲奈さん

専門学校エビスビューティカレッジ
橘 友衣さん

東京美容専門学校
根本 佳奈さん 他4名

専門学校穴吹調理
デザインビューティカレッジ

生藤 あこさん 他3名

主催 ： 一般社団法人 日本メイクアップ連盟 / 監修 ： 東京kawaiiプロジェクト

中部美容専門学校　名古屋校
朝倉 梨湖さん

専門学校エビスビューティカレッジ
鈴木 明日香さん

専門学校穴吹調理
デザインビューティカレッジ

三小田 千容さん 他4名

東京美容専門学校
中村 悠那さん 他3名

一般社団法人 日本メイクアップ連盟
「ジャパニーズかわいい！」を美容学校から世界へ発信！

エントリー

神　紗也加さん
石田　碧海さん・梅田　しずくさん
齋藤　楓さん・佐々木　菜月さん

東京美容専門学校

人喰い豹
髪は豹の耳をイメージしてかわいくつくりました。

かわいさだけでなく、豹の怖さもほしかったの

で、人喰い豹をイメージした口に仕上げました。

香島　媛子さん 他
植松　京香さん・内田　朱音さん
大下　佳奈子さん・大村　麗華さん
酒井　里菜さん・鈴木　優子さん
瀧口　真里弥さん・野村　香奈さん
岡﨑　映奈さん

東京美容専門学校

ブラックパンダ
この作品はパンダ×ゾンビを組み合わせてみま

した。ひっそりとしている空気感だったり、表情も

人間味のないようにしたかったので表情つくり

は苦労しました。

森藤　舞さん
中部美容専門学校　岡崎校

王蛇
メイクや衣装でヘビのかっこいいイメージを作っ

て、ヘアはフィンガーウェーブでヘビの体の艶感

やくねくねした形を表現しました。

澤田　茉里亜さん 他
阿部　奏絵さん・佐藤　結由さん
齋藤　はづきさん

東京美容専門学校

にゃん生
野道をりりしく歩く野良猫をイメージして作りま

した。強い印象を与えるため、大幅にはねあげた

アイラインと猫の丸目を再現するため二重幅を

広げたことです。

森本　ゆりさん 他
谷口　直樹さん・堀　大輝さん
橋本　和佳奈さん・堀尾　愛莉さん

専門学校穴吹調理デザインビューティカレッジ

専門学校穴吹調理デザインビューティカレッジ

シマウマ
草食系の代表であるシマウマ。普段はおっとりし

ているイメージだが、敵が現れた時には俊敏な

動きを見せる。メイクは白と黒、ねじったヘアでた

てがみを表現。ブーツで蹄を表しシマウマの力強

さも表現。

中村　紗野香さん
名古屋文化短期大学

ヘビクイワシ
ヘビクイワシの鮮やかな顔を目元に表現しまし

た。神秘的な長いまつげの美しさとは対照的に

狩りをする力強さを白と黒の羽根で表し、特徴的

な冠羽に迫力をもたせました。

坂東　美優さん 他
川添　祥歩さん・岩崎　祐大さん
高橋　茉莉亜さん・早内　絵莉佳さん

チーター
陸上最速の動物であるチーター。そんなチー

ターが草原を駆け抜ける姿をイメージ。メイクは

チーターの特徴である柄を、ヘアは髪の流れで

風を表現。色を使い、元気な姿を表現しました。

樋口　朔也さん
名古屋文化短期大学

Rabbit
うさぎの毛の感じを表現する為に何回も筆を使

用しぬりかさねてワクワクした感じを出しました。

うさぎの代表的なカラーのピンクをメインに使

いました。

隈本　利恵子さん
中部美容専門学校　名古屋校

獣
強くて静かな狼をイメージ。目の下に金を入れ、

より印象に残る瞳にしました。狼のふさふさな毛

をイメージし模様を入れ強く見せるために髪の

毛もはねさせました。『怖いけど、どこか魅了され

る』狼を目指しました。

鈴川　玲永さん
中部美容専門学校　名古屋校

ジラーフ
細かく顔から腕まで描いたキリンの模様と、黄

色っぽくかわいくなり過ぎないように気を付けた

アイメイクを見てほしいです。ネイルもダーク感

が出るように長くしてみたり、細かいところまで、

こだわりました。


