
	  

	  
	

 　このたび、Peris  Group  International  (PGI)  Ltd  は、世界70カ国以上が参加する歴史と権威のある、世界で唯⼀一  ”ブライダ
ル”  に特化したコンテスト【BRIDE  of  the  World  ブライド  オブ  ザ  ワールド】の⽇日本決勝⼤大会【BRIDE  of  the  World  Japan  
2014  ブライド  オブ  ザ  ワールド  ジャパン】を2014年年9⽉月25⽇日(⽊木)に東京ミッドタウン  アトリウムにて開催する事を決定致
しました。
 　
 　【BRIDE  of  the  World  Japan】は”花嫁こそ、その時代、その国の⽂文化の象徴である”とし、「⽂文化価値」や「家族へ
の愛」を含めた「内⾯面の美しさ」を審査基準に最優秀賞受賞者を決定します。最優秀賞受賞者は⽇日本代表として世界各国の
代表と世界⼤大会【BRIDE  of  the  World】で“美”と“輝き”の栄冠を競い合うとともに、⽇日本のブライダル⽂文化、家族への価
値感、⽇日本の愛と美を世界へ発信して参ります。世界⼤大会で優勝すると約１年年間【BRIDE  of  the  World】のアンバサダーと
して啓蒙活動を世界各地で⾏行行います。
 　
 　審査員は株式会社カツラユミインターナショナル  代表取締役社⻑⾧長  桂由美、ワールド通商株式会社  代表取締役  河合寿也、
株式会社ハースト婦⼈人画報社  代表取締役社⻑⾧長＆CEO  イヴ・ブゴン、⼈人間国宝  囃⼦子⼤大倉流流⼤大⿎鼓⽅方能楽師  ⼤大倉正之助、肖像画家
  ⼩小野⽇日佐⼦子、ペルー⼤大使  エラルド・エスカーラ、ステップアップ株式会社  CEO  コーチ・カルダン、ペリスグループインタ
ーナショナル株式会社  代表取締役  Dr.  セナ・ヴァファと各界の著名⼈人が務めます。 　 　※敬称略略
 　ご多忙中誠に恐縮ではございますが、是⾮非ご取材頂きたくご案内申し上げると共に、ご出⽋欠につきまして末項の⽤用紙にてご
返信承りたく存じます。どうぞ宜しくお願い致します。 　
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世界70カ国以上が参加する世界唯⼀一のブライダルに特化したコンテスト

ブライド  オブ  ザ  ワールド  ジャパン  2014  開催  
⽇日時：2014年年9⽉月25⽇日(⽊木)  18:30〜～20:00 　報道受付（18:00~∼）

※カメラ位置へは先着順にご案内します。 　
会場：東京ミッドタウン  アトリウム（〒107-‐‑‒0052  東京都港区⾚赤坂9-‐‑‒7-‐‑‒1）	

【概要】 
日時 　　　  　：2014年9月25日 (木)  18:30～20:00 (報道受付18:00～) 
会場    　     　：東京ミッドタウン  アトリウム（〒107-‐‑‒0052  東京都港区⾚赤坂9-‐‑‒7-‐‑‒1）	
                        ※報道受付はアトリウム横に設置いたします。 
審査員 　 　 　      ：株式会社カツラユミインターナショナル  代表取締役社⻑⾧長  桂由美
 　 　 　 　 　 　 　 　ワールド通商株式会社  代表取締役  河合寿也
 　 　 　 　 　 　 　 　株式会社ハースト婦⼈人画報社  代表取締役社⻑⾧長＆CEO  イヴ・ブゴン
 　 　 　 　 　 　 　 　⼈人間国宝  囃⼦子⼤大倉流流⼤大⿎鼓⽅方能楽師  ⼤大倉正之助
 　 　 　 　 　 　 　 　肖像画家  ⼩小野⽇日佐⼦子
 　 　 　 　 　 　 　 　ペルー⼤大使  エラルド・エスカーラ
 　 　 　 　 　 　 　 　ステップアップ株式会社  CEO  コーチ・カルダン  
 　 　 　 　 　 　 　 　ペリスグループインターナショナル株式会社  代表取締役  Dr.  セナ・ヴァファ 　※敬称略略
振付け師                  ：⾦金金ヶ江悦⼦子（2010年年ミス・インターナショナル⽇日本代表）
 
ファイナリスト：8名 
スケジュール   ： 
18:00      　      報道受付 / カメラセッティング 
18:30               開演・主催者挨拶 
　　                  ファイナリスト自己紹介 
                        審査① ファイナリストスピーチ 
                        審査② ウォーキング審査 
                        審査発表 
20:00               終了 
20:05　　 　　  フォトセッション：①審査員+ファイナリスト8名 ②ファイナリスト8名 ③上位３名 ④グランプリ1名 
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♦︎2014年年  ファイナリスト  ♦ ︎

池松  万⾥里里以
出⾝身地：⾹香港
職業：学⽣生
⾝身⻑⾧長：170cm
コメント：このような素
敵なチャンスを頂けた事
は、ただただ驚きと感謝
の気持ちで⼀一杯です。理理
想の⼥女女性に成⻑⾧長していけ
るよう頑張ります。

北北道  綾綾
出⾝身地：神⼾戸  (⿅鹿鹿児島⽣生)
職業：客室乗務員
ピラティスインストラクター
⾝身⻑⾧長：173cm
コメント：海外からみた
⽇日本、⽇日本から⾒見見た⽇日本
を対⽐比しつつ、世界に⽇日
本の古くからの精神・思
想・伝統・⽂文化を発信し
たいと思います。

⼩小⻄西  麗麗  
出⾝身地：愛知
職業：モデル
⾝身⻑⾧長：170cm
コメント：新たに知る事
や感じる事を全⾝身で吸収
し、全⼒力力で発信して⾏行行き
たいと思います。ファイ
ナリストとして、またそ
の先にどんな⾃自分がいる
か楽しみです。

⿊黒部  菜々佳  
出⾝身地：東京（愛知⽣生）
職業：⼥女女優
⾝身⻑⾧長：172cm
コメント：結婚、愛、家
族について⽇日々考えてい
た中でこのコンテストを
知り応募しました。様々
な問題の発信源となり、
愛を伝えて参りたいと思
います。

⼤大⻄西  佳奈奈  
出⾝身地：岡⼭山
職業：家事⼿手伝い
⾝身⻑⾧長：171cm
コメント：私は⽇日本⼈人の
繊細な⼼心や細やかな気遣
い、丁寧な所作など品の
ある⼥女女性を⽬目指して勉強
しています。私らしく明
るく元気よく、「今」を
全⼒力力で楽しみたいと思い
ます！

桜井  紫乃  
出⾝身地：千葉葉
職業：モデル
⾝身⻑⾧長：175cm
コメント：何度度もチャレ
ンジし続ける事で⾃自分の
路路が拓拓ける事、それを応
援し続けてくれた家族の
有り難みを⾝身をもって経
験しました。⽇日本の⼥女女性
像の名に恥じぬ様、⼀一⽣生
懸命努めて参ります！

宮澤  那名⼦子  
出⾝身地：東京
職業：声楽家
⾝身⻑⾧長：170cm
コメント：普段ソプラノ
歌⼿手として結婚式でも歌
う仕事をしております。
その中で感じる結婚とは、
幸せとは、家族とは、⽇日
本の⽂文化とは。を⽇日本⼤大
会という舞台で表現し伝
えたいと思っております。

渡邉  祥代  
出⾝身地：⼤大阪
職業：モデル
⾝身⻑⾧長：170cm
コメント：⽇日本⼥女女性の特
徴である、しなやかさや
奥ゆかしさを⾝身に付け、
外⾒見見だけでなく内⾯面的に
も美しくなりたいと思っ
ています。本番まで⾃自分
⾃自⾝身をブラッシュアップ
させ精進して参ります。



FAX: 03-5469-0680 
ご取材申込書 

□ご出席　　　　□ご欠席 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

お名前　 ：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
媒体名　 ：       　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 
 
機材　　  :　□スチール　　台　　□ENG     台　　□ハンディ　　台　　　  
 
参加人数 ：             　　　　　　　　　　　　　　                 　　　　 
 
電話番号 ：             　　　　　　　　　　　　　　                 　　　 
 
E-mail     :                                                                             　　　 

通信欄
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