
　

2021年8月24・25日
会場:メトロポリタン仙台 ver.4.1

　2021Mrs.Global.Earth東北エリア大会



　　　　　　　　　　　　　　　 
Mrs.Global.Earthとは　
 「美」のみならず、地球環境保護をコンセプトとし、  
地球環境問題に真剣に取り組むオピニオンリーダーを輩
出する世界４大 ビューティーページェントの一つ
「ミス・アース・ジャパン」のミセスバージョンとして、
２０２０年度から「ミセス・グローバル・アース」 がス
タートいたしました。
ミス・アース・ジャパンの理念、コンセプトを引き継ぎ、
地球環境問題に  真摯に向き合い、発信しつつ、何歳に
なっても輝き続けたい、女性ををプロデュース、応援し
ていきます。



 
　　　　　　　　　　　　　　　　
東北エリア大会開催への想い

ミセスの方達がこのコンテストを通してさらに内面外面共に美し
くなり、自信をもち、自らチャンスを手にして可能性の扉を開き
様々な事へチャレンジするきっかけになることを願い大会を開催
いたします。

東北エリアをより活気づけ、日本へ、世界へアピールできるオピ
ニオンリーダーを育て、応援していく大会を目指します。

産業貢献 

メディア露出拡大による 

美意識の活性化 

地方産業の活性化及びPR 

地域貢献 

東北エリア、日本のブランディング 

地元イベントへの参加、PR活動 

環境問題への取り組み 

教育貢献 

メンタリズムのセルフコントロール 

ボランティア活動への意識の向上 

自身の向上心構築 



私たちは、SDGsの取り組みにおい
て、ジェンダー平等の実現の為、女
性の社会進出の場を提供します。

全国各地で行われているミスコンテ
スト、ミセスコンテストを日本一主
催する企業として、女性が輝ける場
を提供いたします。

私たちは、ピンクリボン、オレンジ
リボンなどのリボン運動を広める為
の活動や、地球環境保護の活動に全
面的に協力いたします。



2020 日本大会概要・アワード　

■ミセス・グローバル・アース・スペシャルアンバサダー
芸能界・経済界・スポーツ界など様々なフィールドで活躍を続け、影響力・発信力・行動力
のある方々をミセス・グローバル・アース特別アンバサダーとして表彰します。

○蛯原英里　（ena AMICE代表・日本チャイルドボディケア協会代表） 
○金子恵美　（コメンテーター・前総務大臣政務官） 
○熊田曜子　（タレント） 
○潮田玲子　（元バドミントン日本代表選手） 
○関根麻里　（タレント） 
○高橋ゆき　（株式会社ベアーズ　取締役副社長） 
○本田美奈子（故 女優・アーティスト） 
○前田典子　（モデル）

※日本大会企画書資料抜粋



2020 日本大会概要・Music Runway

■ゲストミュージシャン
11/30は音楽とファッションが融合された華やかなステージとして各世代を代表する歌手のLIVEと共に、 
各県のReBirth組（各県の準グランプリ・準々グランプリ）が華麗なランウェイを行う「ミセス・アース 
・ミュージックランウェイ」が開催されました。

※日本大会企画書資料抜粋
石井 明美 島谷 ひとみ平山 みき マーク・パンサー(globe)



※日本大会企画書資料抜粋



2020ミセス・グローバル・アース日本大会数値報告

11/30 リバース組

【ファイナリスト】 107名

リアライズ様
95名(88.8%)

GP
12名(11.2%)

【観客（チケット購入）】 460名

リアライズ様
350名(76.1%）

GP
110名(23.9%)

12/1 グランドファイナル組

【ファイナリスト】 76名

リアライズ様
62名（81.6%)

GP
14名(18.4%)

【観客（チケット購入）】 645名

リアライズ様
400名(62.0%)

GP
245名(38.0%）

2日間合計

【ファイナリスト】 183名

リアライズ様
157名(85.8%)

GP
26名(14.2%)

【観客（チケット購入）】 1105名

リアライズ様
750名(67.9%)

GP
355名(32.1%)

GPには

【ファイナリスト】
→滋賀、大分、大阪

【観客】
→滋賀、大分、一般

が含まれます

2020/1/27
作成：川﨑

※2020ミセスグローバルアース日本大会 報告書より抜粋



2021ミセス・グローバル・アース地方大会開催地域

　リアライズビューティーアカデミー主催エリア
　
　8/21,22　北海道
　8/24,25　東北エリア　(宮城会場)
　8/27,28　信州エリア　(長野会場)
　8/30,31　東海エリア　(愛知会場)
　9/2,3　　北関東エリア(栃木会場)
　9/8,9　　中国エリア　(岡山会場)
　9/14,15　関西エリア　(兵庫会場)
　9/21,22　九州エリア　(福岡会場)
　9/25,26　沖縄

  その他開催地域　計12県

  新潟　福島　富山　石川　
  福井　千葉　神奈川　東京
  埼玉　群馬　滋賀　大分

※その他開催地域を除く県をエリアとして主催

※２DAYS開催 又は 1日目 リハーサル
　　　　　　　　　2日目 大会



２０２１ミセス・グローバル・アース日本大会　１１月７・８日予定
２０２１ミセス・グローバル・アース世界大会　　　１２月中旬予定

・グローバル部門
・子育てママ部門
・地域環境部門
・女性経営者部門

・SDGs部門
・フォトジェニック部門

2020ミセスグローバルアース特別アンバサダー　



※日本大会企画書資料抜粋



東北エリア大会開催スケジュール・募集要項
2021年

1月
　　 
　募集期間
　　告知 

　プレスリリース・エントリー募集開始

2月

3月

4月 　エントリー応募締め切り（～4月30日）

5月
　　　　　

エリア大会 　オンラインオーディション・ファイナリスト選出（5月～6月）

　ビューティーキャンプ（5月～8月）
　※各エリア毎開催

　東北エリア大会本選・東北エリア代表選出
 （8/24・25 メトロポリタン仙台）

6月

7月

8月

9月

10月

11月
日本大会

　日本大会・グランプリ決定【2days】
　　11/7　場所未定
　　11/8　東京ドームシティーホール

12月
世界大会 　世界大会・グランプリ決定（石川県金沢にて開催予定）

　  【Mrs.Global.Earth応募要項】

・サファイア部門（20歳～29歳の結婚歴あるいは出産歴ありの女性）

・トパーズ部門　（30歳～39歳の結婚歴あるいは出産歴ありの女性）

・エメラルド部門（40歳～49歳の結婚歴あるいは出産歴ありの女性）

・ガーネット部門（50歳～59歳の結婚歴あるいは出産歴ありの女性）

・パール部門　　（60歳以上の結婚歴あるいは出産歴ありの女性）

・ルビー部門　　（29歳～39歳の結婚歴、出産歴なしの女性）

・アメジスト部門（40歳以上の結婚歴、出産歴なしの女性）

　※エントリー方法※

　エントリーフォームから応募、応募後に送られてくるメールに従って対応



ご協賛のお願い

スポンサー10 スポンサー30 スポンサー50 スポンサー100 スポンサー200 スポンサー300
スポンサー500
（1業種1種）

講師パック

協賛金額 10万円 30万円 50万円 100万円 200万円 300万円 500万円 10万円

大会チケット エリア大会1枚 エリア大会2枚
エリア大会3枚
日本大会1枚

エリア大会4枚
日本大会2枚

エリア大会5枚
日本大会3枚

エリア大会6枚
日本大会4枚
世界大会1枚

優先予約権

ホームページ掲載 ロゴor社名
ロゴor社名
(リンク付)

ロゴor社名
(リンク付)

ロゴor社名
(リンク付)

ロゴor社名
(リンク付)

ロゴor社名
(リンク付)

ロゴor社名
(リンク付)

講師紹介

エリア大会
パンフレット掲載

1/8P 1/4P 1/2P 1P 1P 1P 1P プロフィール掲載

日本大会
パンフレット掲載

● ● ● ● ● ● 講師名掲載

モデル使用権 イベント1回(1名)
イベント1回(3名)

CM契約(1名)
イベント1回(5名)

CM契約(3名)
イベント1回(7名)

CM契約(5名)
イベント2回(7名)

CM契約(7名)

企業PR ● ● ● ● ● ●

登壇枠 ● ● ● ●

審査員権 ● ● ● ● ●

2021ミセス・グローバル・アース北海道大会開催の趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける企業様を募集しております。

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄

＜スポンサーの種類＞
公式YouTube



スポンサー特典

１） 本エリア大会グランプリ　CMモデル（７名まで）

２） 本エリア大会グランプリ　ホームページモデル（７名まで）

３） 本エリア大会グランプリ　イベント出演２回（７名まで）

　　　※撮影・出演時のヘアメイク、宿泊費、交通費などの諸経費は別途必要となりますのでご了承ください。

４）本エリア大会　公式Instagram・Facebook・YouTubeに企業紹介

５）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

６）本エリア大会　パンフレット掲載枠１ページ

７）本エリア大会　審査員

８）本エリア大会　登壇（プレゼンター等）※詳細は選べません。

９）本エリア大会　チケット６枚

１０）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

１１）2021日本大会　チケット４枚　※交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

１２）2021世界大会　チケット１枚　※交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

●スポンサー500（1業種1社）　ご協賛金　500万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



スポンサー特典

１） 本エリア大会グランプリ　CMモデル（５名まで）

２） 本エリア大会グランプリ　ホームページモデル（５名まで）

３） 本エリア大会グランプリ　イベント出演１回（７名まで）

　　　※撮影・出演時のヘアメイク、宿泊費、交通費などの諸経費は別途必要となりますのでご了承ください。

４）本エリア大会　公式Instagram・Facebook・YouTubeに企業紹介

５）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

６）本エリア大会　パンフレット掲載枠１ページ

７）本エリア大会　審査員

８）本エリア大会　登壇（プレゼンター等）※詳細は選べません。

９）本エリア大会　チケット５枚

１０）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

１１）2021日本大会　チケット３枚　※交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

●スポンサー300　　　ご協賛金　300万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



スポンサー特典

１） 本エリア大会グランプリ　CMモデル（３名まで）

２） 本エリア大会グランプリ　ホームページモデル（３名まで）

３） 本エリア大会グランプリ　イベント出演１回（５名まで）

　　　※撮影・出演時のヘアメイク、宿泊費、交通費などの諸経費は別途必要となりますのでご了承ください。

４）本エリア大会　公式Instagram・Facebook・YouTubeに企業紹介

５）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

６）本エリア大会　パンフレット掲載枠１ページ

７）本エリア大会　審査員

８）本エリア大会　登壇（プレゼンター等）※詳細は選べません。

９）本エリア大会　チケット４枚

１０）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

１１）2021日本大会　チケット２枚　※交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

●スポンサー200　　　ご協賛金　200万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



スポンサー特典

１） 本エリア大会グランプリ　CMモデル（１名のみ）

２） 本エリア大会グランプリ　ホームページモデル（１名のみ）

３） 本エリア大会グランプリ　イベント出演１回（３名まで）

　　　※撮影・出演時のヘアメイク、宿泊費、交通費などの諸経費は別途必要となりますのでご了承ください。

４）本エリア大会　公式Instagram・Facebook・YouTubeに企業紹介

５）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

６）本エリア大会　パンフレット掲載枠１ページ

７）本エリア大会　審査員

８）本エリア大会　登壇（プレゼンター等）※詳細は選べません。

９）本エリア大会　チケット３枚

１０）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

１１）2021日本大会　チケット１枚　※交通費・宿泊費は各自ご負担ください。

●スポンサー100　　　ご協賛金　100万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



スポンサー特典

　１）本エリア大会グランプリ　イベント出演1回

　　　※撮影・出演時のヘアメイク、宿泊費、交通費などの諸経費は別途必要となりますのでご了承ください。

　２）本エリア大会　公式Instagram・Facebook・YouTubeに企業紹介

　３）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

　４）本エリア大会　パンフレット掲載枠1/2ページ

　５）本エリア大会　審査員

　６）本エリア大会　チケット２枚

　７）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

●スポンサー50　　　ご協賛金　50万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



スポンサー特典

１）本エリア大会　ホームページにロゴor社名掲載

２）本エリア大会　パンフレット掲載枠1/8ページ

●スポンサー10　　　　　　　ご協賛金　10万円（税別）

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄

１）本エリア大会　ホームページにロゴ・リンク掲載

２）本エリア大会　パンフレット掲載枠1/4ページ

３）本エリア大会　チケット1枚

４）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

●スポンサー30　　　　　　　ご協賛金　30万円（税別）



講師パック

１）本エリア大会　ホームページに講師名掲載

２）本エリア大会　公式Instagram・Facebookに講師紹介

３）本エリア大会　パンフレットにプロフィール掲載

４）本エリア大会　チケット優先予約権　※チケット料は別途ご負担となりますので、ご了承ください。

５）2021日本大会　パンフレット掲載　※サイズ等指定は出来かねますので、ご了承ください。

●講師パック　　10万円（税別）

※講師の先生には、ビューティーキャンプでのレッスンの無料提供をお願いします。

※1講座60分（講座内容により、ご提供いただく講座数が異なります。）

※有料レッスンの勧誘、PRを講座終了後にしていただけます。(15分程度)

契約期間：契約締結後～本エリア大会開催日の一年後迄



ミセス・グローバル・アース大会組織図

大会本部 グローバルプロダクション

主催・運営 一般社団法人リアライズビューティーアカデミー

運営エリア大会

北海道エリア 東北エリア 北関東エリア 東海エリア 信州エリア 関西エリア 中国エリア 九州エリア 沖縄エリア

サポーター

●エントリー者、講師のスカウト

●スポンサーの獲得

●大会当日のスタッフ



本部・主催・事務局

　　　　　株式会社グローバルプロダクション

　　　　　代表取締役　田丸 博樹

　　　　　〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-7 
　　　　                          八重洲ファーストフィナンシャルビル 13F

    Mrs.Global.Earth本部

運営会社・事務局　一般社団法人 リアライズビューティーアカデミー

　　　　　　　　　会長　右近雅也

　　　　　　　　    〒812-0018　福岡市博多区住吉4-2-19 近藤ビル2F
                                 E-MAIL :info.realize.contest@gmail.com     TEL : 092-518-8164　

東北エリア大会主催（ライセンスホルダー）


