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受賞者発表コンテスト
女の子のキリンはまつ毛付きのしっぽがハート、男の子
のキリンには模様にハートをしのばせました。苦労した点
は、チップ本体のフラワーアート、花びらの奥行きを出す
ため、一段目の花びらと二段目の間にホロ、シェルを埋め
込み、しかし表面に凹凸が出ないよう途中ファイルがけ
もしながら、フラットで奥行きが出るように描きました。

アニバーサリーをテーマに
成人式の晴れ着に合わせ
たデザインにしました。華
やかさを出すためにエアで
ジェルを吹き重ね、全体の
配色のバランスをグラデー
ションで表現するのが楽し
く作業ができました。マス
キングの蝶は質感を変えて
飛び立つ感じが表現できた
と思います。
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アニバーサリーというテーマ
でしたので、ハッピーな雰囲
気に仕上がるように色味を特
に意識して作製しました。1
つ1つのモチーフの光と影の
細かい部分も描きたかったの
で、ジェルの色味だけでなく
顔料を混ぜ合わせて、求める
色が出せるまで何度も試行錯
誤して仕上げました。

［スチューデント賞 ］賞金5千円（5名）
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Q1

受賞の感想をお聞かせください。
率直に嬉しいです！初めてのエントリーでしたので、気
負わずつくりたい物が作れて、それが評価されて嬉しい
です。

Q2

応募の動機は何ですか？
田辺さおり先生のアートが大好きで、ビューティワール
ドジャパンで田辺先生のデモスケジュールを確認したく
てアクセンツのホームページを拝見した時に、コンテス
トがあるのを知り応募いたしました。

Q3

今回の作品制作において特に心がけたことは何ですか？
ジェルで3Dアートをされる方が少ないので、アートパウ
ダーをふんだんに使用し、ジェル3Dをメインに作り込み
ました。特に、メインのキリンはカップルなので男の子キ
リンは凛 し々く、女の子は可愛く見えるようにカラーリ
ングも若干変えています。

Q1
受賞の感想をお聞かせください。
コンテスト応募の中で金賞の受賞は初めてでしたので、大変光栄に思います！
ありがとうございます。

Q2
応募の動機は何ですか？
ジェレレーションジェルは発色とテクスチャーが好きで普段も活用しています。アー
トテーマを通じ、デザインの幅を更に広げたいと思い応募させていただきました。

Q3

今回の作品制作において特に心がけたことは何ですか？
『アニバーサリー』のテーマに合わせ、女性の指先を彩る艶やかさを表現できる
よう心掛けました。ジェレレーションをエアで吹くテクニックはビビットなカラー
も優しい色合いに変化するので、フラットアートも奥行きが出せたと思います。

アニバーサリーということで、ステンドグラス風に豪華
に描いてみました。ステンドグラスに見えるように描く
のが大変でした。ステンドグラスが輝いて見えるように
表面にラメをふりかけゴージャスにしました。羽、プレゼ
ント、花、宝石等、アニバーサリーで連想するものは全
て入れて作りました。

［銅賞］ 賞金1万円・トロフィー
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こだわったのは全て手描きのフラットアートで絵の
具、ホロ他、違うプロダクツを一切使用しないオール
ジェルで仕上げたことです。子育てをしていく中で感
じられる幸せ。元気に産まれてきてくれた日は、私に
とって一番のアニバーサリーです。そんな幸せ感が
伝わる作品に仕上げました。
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細かい細い線ばかりなので、ジェルを筆に少量ず
つとり、細く細く引き、そのたびに仮止めして柄
を描いていきました。中指はわざとたっぷりのジェ
ルを塗り、その上に何度も同色のジェルを足し、
凹凸をつけ、表情をつけました。「初めてもらっ
た時計のプレゼント」をイメージし、中心のハート
はハッピーな気持ちを添えました。
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賞金2万円・トロフィー

「NAIL VENUS」　編集長　宇田川 大輔 氏
色のタッチやフォルムの描き方がとても繊細で丁寧です。奥行きのあるモチーフの
表現力もかなり高いクオリティに仕上がっていると思います。控えめなストーンが
絶妙なアクセントに。グラフィックの美しさを巧みに引き出しています。

「ネイルＵＰ！」　チーフエディター　喜田 千裕 氏
ベース奥行き感に引きつけられました。花びら一枚一枚の透明感や、か
すれ具合のニュアンスで作られた柔らかい印象が成人式の門出にふさ
わしく、大人の女性らしさに溢れたステキな作品だと思います。

「NAIL TIMES」 編集部部長　内堀 俊 氏
金賞受賞おめでとうございます。成人式の晴れ着に相応しい、美しく華やかな出
来映えが見事でした。これからも更なる飛躍を目指して頑張ってください。

金賞受賞作品への審査員のコメント

「NAIL VENUS」　編集長　宇田川 大輔 氏
細やかなアートが多く、見ていて楽しい作品が多かった
です。メインとなるモチーフと、その背景のバランスをもっ
と考慮するとよりクオリティが上がると思います。

「ネイルUP！」　チーフエディター  喜田 千裕 氏
レベルの高さに驚きました。1つ1つの立体アートへの
作り込み具合と丁寧さが伺え、また“アニバーサリー”と
いうテーマに対してのアイディア力、発想力にはさすが！
という力作ばかりだったと思います。

「NAIL TIMES」  編集部部長  内堀 俊 氏
細かな造り込みや演出、そのクオリティがさすがプロと
思わせるものでした。特に花びらやリボン、パーツの散
りばめ方など、着ける人がどうしたら喜んでくれるかが
よく考えられていると思います。

アクセンツ（プロ）部門の総評

「NAIL TIMES」 編集部部長  内堀 俊 氏
着ける人をどのようにして喜ばせるか、どれもがよ
く考えられているなと思いました。

「NAIL VENUS」　編集長　宇田川 大輔 氏
テーマに沿っていないモノ、テーマに直球で忠実過
ぎるモノが目立ちました。アートのイメージを膨らま
せて、アプローチに工夫を凝らすと、もっと良くなる
はずと思いました。

スチューデント部門の総評

「ネイルUP！」　チーフエディター  喜田 千裕 氏
アクリル絵の具での描き込みデザインが多く見受け
られましたが、線の荒さなどが気になりました。ど
の作品もデザイン性やアイディアが見え隠れしてい
たので、もっと若さ溢れる大胆な作品に挑戦して欲
しいと思いました。

金賞受賞作品への審査員のコメント
「NAIL VENUS」　編集長
　宇田川 大輔 氏

圧倒的な存在感に心が奪
われそうなアート。2匹のキ
リンとその背景のバランス
がとっても秀逸です。ストー
リーが見えてくるような世界
観に惹かれました。

「ネイルＵＰ！」　チーフエディター
喜田 千裕 氏

ご自身でも苦戦されたという
花びらの作り込みが素晴ら
しかったです。キリンのマッ
トな質感の表現も良く、たく
さんの花たちにうずもれな
い存在感がありました。

「NAIL TIMES」 編集部部長　
内堀 俊 氏

金賞獲得おめでとうございます。フ
ラワーアートの繊細な出来とレイア
ウト、人の目を飽きさせない立体感
など、至る所で技術の高さがうかが
えました。これからのますますのご
活躍、陰ながらお祈り致します。 

ジェレレーション部門の総評
「NAIL VENUS」　

編集長
宇田川 大輔 氏

アートのクオリティや絵ゴコ
ロはどの作品も素晴らしかっ
たです。カラーリングのバラ
ンスや艶感がもっとあると、
より作品が魅力的になると
思いました。

「ネイルUP！」　チーフエディター  
喜田 千裕 氏

どの作品も色のグラデーション、重なりを上手に出
されている作品が多いと感じました。陰影の出し方
など工夫されていて、とてもキレイでした。アニバー
サリーというテーマに対して思い入れが強そうなも
のと、ぼんやりとしたものとの差が感じられましたの
で、テーマに対してのインスピレーションをもっと強
く出して頂ければと思いました。

「NAIL TIMES」 編集部部長
内堀 俊 氏

全体的に塗りムラがなく
綺麗に仕上がっている
と思います。その分、上
に描かれているアートや
3D的な付属物の濃淡の
質感が、少し気になるか
なと思います。

ジェレレーション部門アクセンツ部門
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