
 

 

 

 

 

 

ツイスターズ・ミニ in しまね 
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ツイスターズ２０２１in しまね実行委員会 

 



＜Performance Contest＞ 

 

（１） 制作人数 ・・・ 1 組２名まで（全員の参加券及びエントリー要） 

（２） 参加費  ・・・ 1,000 円※チームの場合は各 1 名 

（３） テーマ  ・・・ なし 

（４） 実施日時 ・・・ １１月２３日 １３時～１５時 

         ２２日 1９時からリハーサル（30 分前集合） 

（５） 募集定員 ・・・ ８組（応募多数の場合は審査を行います） 

（６） 会  場 ・・・ グラントワ 

（７） 準備場所 ・・・ ＜演目＞ステージ上 ＜準備＞舞台裏又はスタジオ１（共同） 

（８） ルール 

・共通ルールを必ず確認の上でエントリーしてください。 

・新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに従ったパフォーマンスを行ってく

ださい。（例：客上げの禁止、口でふくらました風船の配布禁止等） 

・コンテスト観覧の方に楽しんで頂くため PR 文章(300 文字程度)を事前にメールで

ご提出お願いいたします。 パフォーマンス準備中（暗転中）にご紹介いたします。 

・1 名で出場の方は準備・撤収にアシスタントを 1 名のみ同伴することが可。 

・2 名で出場の方は出演者のみで準備・撤収をして下さい。 

・作品の制作時間は無制限（持ち込み可）※但し、本人が必ず制作すること。 

・持ち込みは制作者が必ず行ってください。エントリーした方が制作者本人かどうかを

確認するため、何点か質問をする場合があります。答えられない場合は失格又は減点

とします。 

・準備は指定の区画内で行ってください。詳細はエントリー後にご案内します。 

・バルーンは、天然ラテックス製のもののみを使用してください。 

 ※ツイストバルーン（細長い風船）やラウンドバルーン（丸い風船）は使用可。 

 ※アルミやビニル製等の風船は使用不可。 

・ヘリウムガスの使用は不可です。 

・その他の道具に関して制限は設けておりませんが、バルーンパフォーマンスコンテス

トという観点から、その他の道具を多用すると減点の対象となります。 

・ステージ上の準備、本番、撤収の合計は 12分以内で行って下さい。 

・時間超過の場合は、笛鳴らして強制終了となります。 

・時間超過の場合は、最終得点から５％減点します 

・全ての工程を、各自で行なって下さい。実行委員会は補助いたしません。  

・実行委員会が、準備から、本番、撤収までの時間計測を行います。 

・マイクはこちらで準備したヘッドセットマイク、ハンドマイクの使用が可能です。 



・音源は CD をご用意ください。 ※大会スタッフによる音源の操作は、開始時・終了

時のON・OFF のみ可能です。 

・アシスタントが音源の操作を行う際は事前に申請し、許可を得る必要があります。 

・音響設備等の利用確認は、全てリハーサル時に調整をお願いします。当日は不可です。 

・照明の操作は不可とします。 電源の用意はありません。 

・ステージに関する詳細に関しましては、会場ホームページをご覧の上で、ご不明点を

実行委員会までお問合せください。 

 

（８）賞品 

 ・優勝  賞状＋ツイストバルーン 3,000本＋副賞 

 ・準優勝 賞状＋ツイストバルーン 1,500本＋副賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜Color Contest＞ 

 

（１） 制作人数 ・・・ １名 

（２） 参加費用 ・・・ １０００円 

（３） テーマ  ・・・ レジェンド 

（４） 実施日時 ・・・ 11月 22 日（日） 

             18 時～21時受付（持ち込み又は郵送） 

（５） 募集定員 ・・・ １２名（申し込み順） 

（６） 展示会場 ・・・ グラントワ 小ホールロビー 

（７） ルール 

  ・共通ルールを必ず確認の上でエントリーしてください 

 ・制作時間は無制限。受付時間内にお持ちください。 

  ・サイズは、Ｈ50０mm×Ｗ5０0mm×Ｄ5０0mm とします。 

 ・指定カラー1 色＋4色の風船、合計 5 色の風船を使った作品であることが条件。 

  ・指定カラーは、クオラテックスの Chromeゴールド、又はセンペルテックスのリフ

レックスとします。尚、風船メーカーの組み合わせは自由です。 

  ・2 枚重ねの場合は、2 色使用と見なします。 

  ・サイズ違い（260と 160 等）や、形状違い（ツイストとラウンド等）の場合は、1

色の使用と見なします。但し、メーカーが違っていた場合は 2 色と見なします。 

  ・持ち込み時に計測し、サイズ超過は失格とします。受付時間内なら修正可能です。 

  ・持ち込み時に、コンセプトシートを必ず持参してください。 

  ・持ち込みは制作者が必ず行ってください。エントリーした方が制作者本人かどうかを

確認するため、何点か質問をする場合があります。答えられない場合は失格又は減点

とします。 

  ・失格の場合は展示のみ許可し、審査対象外とします。 

・３６０度デザインとします。 

・展示する時のタイトル・紹介文(２00文程度)のご提出をお願いいたします。 作品で

使用したバルーン以外の資材についても、必ず記入するようにしてください。 

・バルーンは、天然ラテックス製のもののみを使用してください。 

 ※ツイストバルーン（細長い風船）やラウンドバルーン（丸い風船）は使用可。 

 ※アルミやビニル製等の風船は使用不可。 

・バルーン以外の資材の利用は可能ですが、多用すると減点される場合があります。 

・資材は天然ラテックスバルーンと同等の生分解性があるものを使用してください。 

 ※テグス、ワイヤー、ビニル製のカッティングシートを利用したシールなどは不可。 

・形状の維持を目的としたボンド、ハイフロート、フライラックス等の注入は認めます。



但し、接着を目的としたグルードッツやアロンアルファを多用した場合は減点とし

ます。判断基準は審査員及び実行委員会の判断にゆだねられます。 

・展示中のメンテナンスは一切不可とします。 

・著作権や肖像権が発生する場合は、受付時に実行委員会に許可証を提出し、紹介文に

出典の記載をしてください。 

・郵送対応の場合、下記の条件を追加いたします。 

 （１）コンセプトシートは、21 日正午までに実行委員会にデータで提出すること。 

 （２）配送事故による破損が確認されたとみられる箇所は軽微なものは採点から除外

します。但し、破損がひどい場合は制作上の不備と見なし減点とします。判断は、

審査員及び実行委員会にゆだねられます。 

 （３）受付時間に電話にて制作者への確認作業を行いますので電話に出られる状態で

待機して下さい。電話に出ない場合は失格とします。 

 （４）受付終了までに作品が届かない場合はいかなる場合であっても失格となります。 

 

（８）賞品 

 ・優勝  賞状＋ツイストバルーン 1,500本＋副賞 

 ・準優勝 賞状＋ツイストバルーン 500 本＋副賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜Amazing Balloon Movie Contest＞ 

 

（１） 参加資格・・・ 誰でも参加可能 

（２） 参加方法・・・ Amazing MEIJIN Channelに期限内に動画を投稿する。 

        投稿時に指定のハッシュタグを使用する。 

（３） 参加費用・・・ 無料 

（４） 部  門・・・ チャレンジ部門（キッズ・初心者向け） 

        ハッピー部門（経験者向け） 

（５） テ ー マ・・・ チャレンジ部門 「絆」 

        ハッピー部門  「笑顔」 

（６） 人数制限・・・ チャレンジ部門 無制限（団体による参加も可） 

        ハッピー部門 ２名まで 

（７） 指定タグ・・・ チャレンジ部門 

#チャレンジバルーンアート #ツイスターズミニ 

        ハッピー部門 

#ハッピーバルーンアート ＃ツイスターズミニ 

（８） 審査方法・・・ 一次審査は Amazing MEIJIN Channel関係者により 

各部門 4 組の選考、一般投票枠（各部門の 1位） 

決勝は審査会で審査→グランプリを決定。 

（９）ルール 

  ・共通ルールを必ず確認の上でエントリーしてください。 

 ・使用するアプリの利用規約に従って投稿してください。 

 ・動画の編集や加工についての制限はありません。 

 ・講評、点数の開示などはありません。 

 ・細長い風船を必ず使用してください。メーカーは問いません。 

 ・動画に細長い風船が２０秒以上映っていない動画は審査対象外といたします。 

 ・同一アカウントからの複数投稿は可とします。別アカウントの複数投稿はNG。 

 ・ハッシュタグは♯は半角となります。 

 

（１０）賞品（株式会社セガトイズ様より協賛） 

 ・グランプリ  賞状＋商品券 3万（ハッピー部門は＋バルーン 2,000本） 

 ・準グランプリ 賞状＋商品券１万円（ハッピー部門は＋バルーン 1,000 本） 

 

 



＜Balloon Photo Contest＞ 

 

（１） 参加資格・・・ 誰でも参加可能 

（２） 参加方法・・・ 11月 11 日に Twitter に、 

指定の投稿の引用リツイートとして写真を投稿する。 

            ツイスターズミニ Twitter アカウントをフォローする。 

        投稿時に指定のハッシュタグを使用する。 

（３） 参加費用・・・ 無料 

（４） テ ー マ・・・ ゆめ 

（５） 人数制限・・・ なし 

（６） 指定タグ・・・ #バルーンフォトコンテスト #ツイスターズミニ 

        #夢をえがくバルーンアートの日 

（７） 審査方法・・・ 協賛企業で 4名、一般投票枠で 1 名選抜 

        決勝進出者を審査会で審査→受賞者を決定。 

（８） ルール 

  ・共通ルールを必ず確認の上でエントリーしてください。 

 ・使用するアプリの利用規約に従って投稿してください。 

 ・画像の編集や加工についての制限はありません。 

 ・講評、点数の開示などはありません。 

 ・細長い風船を必ず使用してください。メーカーは問いません。 

 ・同一アカウントからの複数投稿は可とします。別アカウントの複数投稿はNG。 

  

（９）賞品（一般社団法人バルーンアートデザイン協会様より協賛） 

 ・優勝  賞状＋ツイストバルーン 1,500本 

 ・準優勝 賞状＋ツイストバルーン 500 本 

 


