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ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016
2016 年 11 月 9 日（水）
Tiffany’s Show Pattaya Co., Ltd.
464 Moo 9 Pattaya 2nd Road, Pattaya City, Chonburi 20260, Thailand

ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 の概要
プロモーター： Tiffany’s Show Pattaya Co., Ltd. 464 Moo 9 Pattaya 2nd Road,
Pattaya City, Chonburi 20260, Thailand
エントリー方法： 本コンテストへの参加者の皆様には、下記の規定と条件が適
用されます。
参加ご希望の方は、ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 応募書式にご
記入の上、以下の各書類をミス・インターナショナル・クイーン™開催組織に送
り、予備審査にご応募ください。
 顔写真 1 枚と全身写真 1 枚。充分な光のあるところで撮影し、背景が白のも
の。
 有効なパスポートの認証コピー。国籍（市民権）が明記されているもの。
 3 分間の自己紹介ビデオ クリップ（英語、または英語の字幕のあるもの）
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予備審査に合格された参加者には通知を送りますので、審査料 THB 20,000（タ
イ バーツ）を 2016 年 9 月 1 日の正午（タイ時間、協定世界時＋7）までに、ミ
ス・インターナショナル・クイーン™開催組織にお振込ください。銀行口座は、
下記の通りです。
 口座名義： Tiffany’s Show Pattaya Co., Ltd.
 銀行： Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
 支点： Pattaya（パタヤ）
 口座番号： 535-2-85820-6
 テレックス番号： 20455 SIAMFX TH
もう 1 つの送金方法として、miq@tiffany-show.co.th.宛てに www.PayPal.com
から THB 20,000（タイ バーツ）を送金されても構いません。
送金票の画像を E メールにて am@tiffany-show.co.th まで、あるいはファック
ス(+66) 38 421 711 または (+66) 38 421 712 までお送りください。電信送金
にともなう送金費用はすべて、参加者が負担するものとします。電信送金手数
料などにより受領金額に過不足が生じた場合には、ミス・インターナショナル・
クイーン™開催組織にてタイ バーツ（およそ、USD 1 = THB 35）の現金で精算
願います。
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参加資格： 参加者各位には、次の資格が求められます。
a) 出生時には、遺伝子上の分類としては男性であったこと
b) コンテスト開催年の 12 月 31 日時点で、年齢が 18 歳から 36 歳までであるこ
と。
コンテスト開催年の 12 月 31 日までに 18 歳の誕生日を迎える方は、応募時
点で 17 歳であっても構いません。18 歳未満の場合、参加には親や保護者の
許可が必要です。
c) 女装を好む、あるいは性転換者であること。転換手術を受けているか、受け
る希望があること。出生時の性別の証明として、出生証明書または遺伝医学
的証明書をご提出ください。
d) 1 国のみの市民権または国籍またはパスポートを有していること。
パスポートあるいは出生証明書のコピーをもって、この証明とできます。就
労許可証や永住ビザのような法的書類では、国政の証明とはなりません。す
べての提出文書は正式に英語に翻訳し、当局の公式のスタンプあるいは署名
による認証を受けてください。
e) 優れた魅力的な性格で、顔や身体も美しいこと。
f) 今までにミス・インターナショナル・クイーン™・ コンテストで優勝あるい
は準優勝の経験がないこと。
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g) ミス・インターナショナル・クイーン™・ コンテスト、またはタイトル、ラ
イセンシー、プロモーター、その他関係者の悪評につながるとみられるよう
な背景がないこと。本コンテストの賞をプロモーターが不適格な人物に授与
した恐れがある場合には、請求者のない賞として、賞あるいは相当金額の返
還が求められる場合があります。
参加資格に関して
参加資格に関するすべての問題は、ミス・インターナショナル・クイーン™ の
みが独断で決定するものとし、参加者は要請があれば、出生証明書の原本とパ
スポートを提出して年齢や性別、国籍、市民権を確認できるようにするものと
します。
ミス・インターナショナル・クイーン™開催組織は、ミス・インターナショナル・
クイーン™ への特定人物の参加を拒否する権利を有しており、これにはその人
物や理由を問いません。ミス・インターナショナル・クイーン™開催組織はまた、
そうした判断の理由を開示しない権利を有します。ミス・インターナショナル・
クイーン™開催組織による決定はすべて、最終的なものとなります。
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参加の条件
1．参加者は、ミス・インターナショナル・クイーン™ コンテストとプロモータ
ーが求めるミス・インターナショナル・クイーン™アクティビティすべてに
参加することに、同意するものとします。2016 年の 10 月 26 日から 11 月 4
日にかけての必須アクティビティのいずれかに参加しない場合には、その参
加者はコンテストで失格となります。そうした場合プロモーターは、請求者
のない賞として、参加者が受け取った賞あるいは賞金をプロモーターへ返還
させる権利を有しています。
2．参加者は 2016 年 10 月のミス・インターナショナル・クイーン™のタレント ク
エストに参加する必要があり、参加者はこれに同意するものとします。そこ
では各参加者が、ステージで何らかのパフォーマンスを行います。パフォー
マンスの時間は、一人当たり 2 分 30 秒までとします。パフォーマンスに用
いるコスチュームや装置は、その参加者が自分で用意するものとします。こ
のタレント クエストでは、裸体や下品な言葉、中傷的な発言、政治的な発
言、性転換やゲイに関する発言を禁じます。自分のコスチュームやメーク、
小道具、ダンサー、アシスタント、その他パフォーマンスに必要なものはす
べて、参加者が用意するものとします。
3．参加者はミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 コンテストの前ならび
に期間中のタイでの滞在期間中有効な、医療ならびに事故保険に、自分の責
任で加入することに合意するものとします。医療・事故保険の証書を、キャ
ンプへの到着時にミス・インターナショナル・クイーン™2016 に提出してく
ださい。
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4．参加者に随行するダンサーやアシスタントは、コンテスト期間中の各自の宿
泊や旅行費用、食事などを自分でまかなうものとし、参加者はこれに同意し
ます。プロモーターは、一切の宿泊や交通手段、食事を、随行者には提供し
ません。
5．参加者の居住国とタイのバンコクとの間の往復航空券について、タイのバン
コクから出国する日付を追加料金なしで変更可能なものとしてください。参
加者は、これに同意されるものとします。コンテストで優勝された場合、そ
の参加者はタイのバンコクからの出国日付を変更することになりますが、そ
れに伴う費用は参加者が自ら負担し、また参加者はこれに同意するものとし
ます。ミス・インターナショナル・クイーン™ の優勝者は、最終選考から少
なくとも 15 日間、タイに滞在する必要があります。
6．ミス・インターナショナル・クイーン™開催組織とプロモーターは参加者に
対し、登録ホテルでの共同宿泊と朝食とを無料で提供し、これに参加者は同
意するものとします。各アクティビティの間の食事も、手配しますミス・イ
ンターナショナル・クイーン™開催組織はさらに 2016 年 10 月 25 日から 11
月 5 日の間に限り、スワンナプーム空港と指定ホテルとの間の国内移動手段
も、無料で提供します。飛行機料金と、ミス・インターナショナル・クイー
ン™・ コンテストの追加のホテル費用など個人の費用は、その参加者がすべ
て負担するものとします。参加者が指定ホテルに無料で宿泊する場合、2016
年 10 月 25 日にチェックインしてください。またすべての参加者は、2016 年
11 月 5 日までに指定ホテルからチェックアウトするよう、お願いします。
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7．参加者はコンテスト用に、以下の各服装を用意することに同意するものとし
ます。
a. 豪華な自国の衣装（色については、要確認）
b. 美しい水着（色については、要確認）
c. 豪華なイブニング ガウン（色については、要確認）
d. グラマラスなショート カクテル ドレス（色については、要確認）
e. タレント クエスト用のクリエイティブな衣装（色については、要確認）
f. 8 日分の、カジュアルな白のパンツまたはジーンズ
8．ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 に優勝された参加者は 12 暦月
間、優勝者としての義務を履行し、優勝者としてページェントやそれ以降の
イベントなどで、求められるサービスを行い、コンテストの規則を遵守する
ものとし、また参加者はこれに同意するものとします。優勝者に求められる
ことの例として、以下のものがあります。
a. コンテスト終了後、少なくても 15 日間タイに滞在する
b. 優勝者としての「在位期間」の終わる 15 日前にタイに戻り、自分の前年
優勝者としての義務を果たすとともに、新しいミス・インターナショナ
ル・クイーン™ に王冠を授ける。この時点で、前年度の優勝者には残る
賞が授与されます。
c. ミス・ティファニーズ・ユニバース™ オンステージ コンテストの当日、
タイに戻る
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d. 翌年のミス・インターナショナル・クイーン™ 記者会見に出席するため、
要請を受け次第タイに戻る
注意： 上記の各期間、優勝者と準優勝者には、タイ国内の無料の交通手段や宿
泊、食事をプロモーターが無料で提供します。
9．ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 の優勝者と準優勝者には、コ
ンテスト終了後最低 15 日間の義務を果たすことが求められますが、それに
伴う飛行機チケットの変更に伴う費用は、その参加者が自分で負担すること
に同意するものとします。ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 で
優勝あるいは準優勝した場合に備え、変更可能なチケットを入手してフライ
トを手軽に変更できるよう、参加者の皆様にはお願いします。
10．
ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 の優勝者には、2016 年 11
月 4 日に優勝賞金の 40%を授与し、残る 20%をミス・ティファニーズ・ユニ
バース™ 2017 コンテストの夜に、残る 40%を Miss International Queen™
2016 としての「在位期間」の終わりに授与するものとし、参加者はこれに同
意するものとします。
11．
ミス・インターナショナル・クイーン™ の王冠はミス・インターナショ
ナル・クイーン™ オフィスに置くものとし、翌年のミス・インターナショナ
ル・クイーン™ 優勝者の戴冠式で使用されるものとし、参加者はこれに同意
するものとします。ミス・インターナショナル・クイーン™ 優勝者には、そ
の在位期間の終わりに、ラインストーンの王冠を授与します。
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12．
ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 の優勝者が何らかの理由で
その義務を履行できない場合には、第 2 位の準優勝者はミス・インターナシ
ョナル・クイーン™ 2016 とされ、それ以降の優勝賞金などを受け取ることと
し、参加者はこれに同意します。
13．
審査員の判定は最終的なものとし、疑問などを受け付けないものとしま
す。参加者はこれに同意します。優勝者の氏名と、ミス・インターナショナ
ル・クイーン™ 2016 の期間中に撮影したそのすべての写真、同コンテストに
関連するすべてのイベントは、プロモーターがプロモーション材料に使用す
る場合があります。この場合、その参加者には使用報酬はありません。すべ
ての参加者は、プロモーターには参加者の氏名や容貌、性格などを発表・公
表する権利を有することを認めます。
14．
ミス・インターナショナル・クイーン™ コンテストに参加した場合、参
加者についての情報ならびに撮影したすべての写真を、プロモーターがプロ
モーション目的に使用できるものとし、参加者はこれに同意します。エント
リー内容はすべて、それ以降はプロモーターの資産となり、このコンテスト
の実施とプロモーションのためだけに使用できるものとします（優勝者の選
定と通知も、これに含まれますが、これに限定されません）。全参加者の氏
名と住所については、通知の上で本人の承諾がない限り、他者に開示ないし
は流布させることはありません。
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賞
ミス・インターナショナル・クイーン™ 2016
 賞金 THB 400,000 とミス・インターナショナル・クイーン™ 2016 トロフィ
ー、また Pratunam Polyclinic その他のスポンサーからのギフト券
 「在位期間中」、ウッドランズ・ホテル・アンド・リゾートでの宿泊。トロ
ピカルな環境のホテルで、現代的なアメニティと心の通うサービスで知られて
います。
 ティファニーズショー パタヤへの生涯出席権
第 2 位準優勝者
 賞金 THB 100,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
第 3 位準優勝者
 賞金 THB 75,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
ベスト イブニング ガウン
 賞金 THB 40,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
ベスト自国衣装
 賞金 THB 40,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
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ベスト タレント
 賞金 THB 30,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
ベスト タレント第 2 位
 賞金 THB 15,000
ベスト タレント第 3 位
 賞金 THB 10,000
ミス フォトジェニック
 賞金 THB 20,000 とトロフィー、また Pratunam Polyclinic その他のスポン
サーからのギフト券
紹介ビデオ人気トップ
 トロフィーと受賞者の居住地とタイの間の、無料往復チケット
 投票としては、本日から 2016 年 11 月 2 日（水）の 17 時（タイ時間、協定
世界時＋7）までの間に YouTube で獲得した「いいね」の個数を数えます。
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応募書式
英語でご記入ください（タイプ入力するか、活字体でご記入ください）
ファーストネーム（パスポートに記載されている名前）
ラストネーム（パスポートに記載されている名前）
ステージ ネーム
国籍
市民権のある国
年齢
生年月日
身長
cm
体重
kg
胸囲
腰回り
ヒップ

インチ
インチ
インチ

職業
連絡住所
郵便番号
国
最終学校
使用言語
今までの業績
希望する連絡方法
□ E メール

都市
連絡番号
才能・趣味

□ 電話

私 （お名前）____________ はミス・インターナショナル・クイーン™ コン
テストの規定と条件を読み、理解し、同意します。規定に同意するとは、該当
するすべての規則や条件に同意することであることを、認めます。ミス・イン
ターナショナル・クイーン™開催組織ならびに Tiffany’s Show Pattaya Co., Ltd.
ならびにスポンサーや関連するメンバー、機関に対して、いかなるタイプの訴
訟も起こさず、また参加しないことに同意します。自分が 18 歳未満である場合
には、応募書式に記入したうえで親あるいは保護者の署名をしてもらいます。
署名

日付

