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 ⼆階堂ふみや⼭本舞⾹らを輩出した『美少⼥図鑑』と 
 Right-on(ライトオン)が 

 フリーペーパーのモデル選出オーディションを 
 ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で開催！ 

 株式会社美少⼥図鑑(東京都渋⾕区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少⼥ 
 図鑑』は、ジーンズセレクトショップを展開する株式会社ライトオン(東京都渋⾕区、代表取締役社 
 ⻑:藤原祐介)と共に、全国のRight-on(ライトオン)401店舗(2022年2⽉28⽇時点)にて配布するフリー 
 ペーパーの掲載モデル選出オーディション「PLAYFUL by 美少⼥図鑑 × 美男⼦図鑑 × Right-on」 
 を、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で開催いたします。 
 本オーディションへのエントリー受付は、2022年7⽉19⽇(⽕)より順次開始いたします。 

 全国各地の美少⼥を被写体とした地⽅発のフリーペーパー『美少⼥図鑑』は、2002年の創刊以降、 
 デビュー前の⼆階堂ふみ、⼭本舞⾹、 桜井⽇奈⼦、⾺場ふみか、⿊島結菜らを掲載するなど、これ 
 まで数多くの⼥優やタレントを輩出してきました。 現在はフリーペーパーにとどまらず、SNSやラ 
 イブ配信といった媒体を駆使して地元の美少⼥を取り上げる地域密着型のメディアとして展開して 
 います。 

 Right-onは、アメカジからトレンドまで幅広いファッションを提案するジーンズセレクトショップ 
 として全国に401店舗(2022年2⽉28⽇時点)を展開しています。直近ではweb3.0を象徴する領域の1 
 つであるメタバースを始めとするデジタル関連企画を強化するなど、若年層に向けた先進的な取り 
 組みにも注⽬が集まっています。 
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 このたび、『美少⼥図鑑』とRight-onが共催するオーディション「PLAYFUL by 美少⼥図鑑 × 美男 
 ⼦図鑑 × Right-on」では、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」でのライブ配信審査等により、全 
 国のRight-onにて配布するフリーペーパーの掲載モデル14名を決定します。全国の美少⼥図鑑・美 
 男⼦図鑑に所属する⽅を審査対象とした枠と、⼀般公募枠が設けられ、性別を問わず魅⼒的な次世 
 代モデルの原⽯を選出します。 

 オーディションを勝ち抜いた受賞者は、全国のRight-onにて2022年11⽉以降に配布されるフリー 
 ペーパーにモデルとして掲載されます。来店される多くのお客様の⽬に触れる絶好の機会となりま 
 すので、ぜひこの機会に奮ってご応募ください。 

 ■フリーペーパー「PLAYFUL by 美少⼥図鑑 × 美男⼦図鑑 × Right-on」について 

 タイトル : PLAYFUL by 美少⼥図鑑 × 美男⼦図鑑 × Right-on 
 発⾏元  : 株式会社美少⼥図鑑、株式会社ライトオン 
 発刊⽇  : 2022年11⽉中旬頃 
 配布場所 : 全国のRight-on 401店舗(2022年2⽉28⽇時点) 
 発⾏部数 : 約50,000部 

 ■オーディション概要 

 正式名称  PLAYFUL by 美少⼥図鑑 × 美男⼦図鑑 × Right-on 

 主催  株式会社美少⼥図鑑、株式会社ライトオン 

 応募条件  ・性別は問いません 

 ・2022年8⽉15⽇時点で、10歳以上29歳以下の⽅(18歳未満は親権者の同意必須) 

 ・2022年9⽉中旬以降に東京で実施する撮影等にご参加いただける⽅ 

 ・特定のプロダクションへの所属有無は問いません 

 ※詳細は特設サイトをご確認ください。 
 https://playful.bishoujo-zukan.jp/ 

 応募⽅法  下記のURLからLINE公式アカウントを登録した後、案内に従って必要事項をお 
 送りください。 
 https://line.me/R/ti/p/@726veixq 

https://playful.bishoujo-zukan.jp/
https://line.me/R/ti/p/@726veixq
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 特典  ◆⼀般公募枠の特典 
 【ポイントランキング1位】 
 ・全国のRight-onにて配布されるフリーペーパーへの掲載 
  (単独1ページ確約、その他ページでの掲載可能性あり) 
 ・美少⼥図鑑公式サイトにてRight-on × 美少⼥図鑑の特集記事掲載 

 【特別賞】  ※ポイントランキング2〜5位から1名選出 
 ・全国のRight-onにて配布されるフリーペーパーへの掲載 
  (単独1/2ページ確約、その他ページでの掲載可能性あり) 

 【新⼈賞】  ※応募時にミクチャの配信レベル15以下の中から上位1名選出 
 ・全国のRight-onにて配布されるフリーペーパーへの掲載 
  (単独1/2ページ確約、その他ページでの掲載可能性あり) 

 【Right-on賞】  ※該当者がいない場合がございます 
 ・Right-onと美少⼥図鑑が合同で⾏うインスタライブへの出演 

 その他、「美少⼥図鑑枠」「美男⼦図鑑枠」の各賞や特典の詳細は、特設サイ 
 トをご確認ください。 
 https://playful.bishoujo-zukan.jp/ 

 スケジュール  ◆⼀般公募枠 
  応募期間 : 2022年7⽉19⽇(⽕)〜8⽉12⽇(⾦)23:59 
  配信審査 : 2022年8⽉15⽇(⽉)〜8⽉28⽇(⽇) 

 ◆美少⼥図鑑枠 
  全国の美少⼥図鑑所属の⽅のみ参加可能です 

 《予選》 
  中部     : 2022年7⽉21⽇(⽊)〜7⽉31⽇(⽇) 
  関⻄     : 2022年7⽉21⽇(⽊)〜7⽉31⽇(⽇) 
  中国・四国  : 2022年7⽉28⽇(⽊)〜8⽉7⽇(⽇) 
  関東     : 2022年7⽉28⽇(⽊)〜8⽉7⽇(⽇) 
  九州     : 2022年8⽉4⽇(⽊)〜8⽉14⽇(⽇) 
  北海道・東北 : 2022年8⽉4⽇(⽊)〜8⽉14⽇(⽇) 

 《決勝》 
  2022年8⽉19⽇(⾦)〜8⽉28⽇(⽇) 

 ◆美男⼦図鑑枠 
  全国の美男⼦図鑑所属の⽅のみ参加可能です 
  配信審査 : 2022年8⽉15⽇(⽉)〜8⽉28⽇(⽇) 

 ◆撮影 
  2022年9⽉中旬以降 

 ◆発刊 
  2022年11⽉中旬頃 

 ※撮影⽇や発刊⽇などの詳細は決まり次第、特設サイト等にてお知らせいたしま 
 す。 

https://playful.bishoujo-zukan.jp/
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 注意事項  ・新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤等、やむを得ない理由で撮影スケ 
 ジュールを⼀部変更とさせていただく場合がございます。 

 ・オーディションの応募に際して、参加費や選考費などは⼀切ありません。 

 ・受賞者の撮影時にかかる交通費は、主催者にて⼀部負担予定です(上限あり) 

 特設サイト  https://playful.bishoujo-zukan.jp/ 

 ■『美少⼥図鑑』とは 

 『美少⼥図鑑』は、"街に美少⼥を増やそう"というコンセプトのもと、全国各地にいる美少⼥を被 
 写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には⼆階堂ふみ、⿊島結菜、⾺場ふみか、 
 桜井⽇奈⼦ら数多くの⼥優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美 
 しい顔100⼈」では、『美少⼥図鑑』出⾝の⼥優・⼭本舞⾹が 2019年に⽇本⼈第1位にランクイ 
 ン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。 

 『美少⼥図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは 
 2020年3⽉、株式会社DONUTS(東京都渋⾕区、代表取締役:⻄村啓成)と資本業務提携を締結しまし 
 た。 
 http://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/ 

 ◆ 公式サイト  :  http://bishoujo-zukan.jp/ 
 ◆ 公式Twitter  :  https://twitter.com/bishoujozukan 
 ◆ 公式Instagram  :  https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/ 

 ■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について 

 株式会社DONUTSが運営する、ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。 
 2013年12⽉より運⽤を開始し、国内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の⽉間訪問者数は500 
 万⼈を超えています。2020年7⽉にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしま 
 した。 

 ◆ 公式サイト  :  https://mixch.tv   (PC、スマートフォン共通) 
 ◆ アプリダウンロードURL  :  https://app.adjust.com/dv5zeqn 

 ■「Right-on」について 

 年齢･性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェアを販売する 
 ジーンズセレクトショップ。アメカジからトレンドまで幅広く展開し、等⾝⼤のファッションを提 
 案します。 

 ◆ オンラインショップ  :  https://right-on.co.jp 
 ◆ 公式Twitter  :  https://twitter.com/righton_pr 
 ◆ 公式Instagram  :  https://www.instagram.com/righton_pr/ 

https://playful.bishoujo-zukan.jp/
http://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/
http://bishoujo-zukan.jp/
https://twitter.com/bishoujozukan
https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/
https://mixch.tv/
https://app.adjust.com/dv5zeqn
https://right-on.co.jp/
https://twitter.com/righton_pr
https://www.instagram.com/righton_pr/
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 ■株式会社ライトオン 概要 

 社名  : 株式会社ライトオン 
 所在地  : 東京都渋⾕区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル 6F 
 代表者  : 代表取締役 藤原祐介 
 設⽴  : 1980年4⽉1⽇ 
 事業内容  : ・年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとした 

  カジュアルウェアを販売する専⾨店。 
 ・ショッピングセンター、パワーセンター、駅ビル等のインショップ、都市型 
  路⾯店及びロードサイド型店舗と様々な出店形態により全国チェーン展開。 

 企業サイト  :  https://biz.right-on.co.jp/ 

 ■株式会社美少⼥図鑑 概要 

 社名  : 株式会社美少⼥図鑑 
 所在地  : 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕5丁⽬21番7号 第5瑞穂ビル 3F 
 代表者  : 代表取締役 中村孔亮 
 設⽴  : 2007年 
 事業内容  : 『美少⼥図鑑』ライセンス提供事業 
 企業サイト  :  http://bishoujo-zukan.jp 

https://biz.right-on.co.jp/
http://bishoujo-zukan.jp/

