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OBIHIROOBIHIRO KUSHIROSHIKUS IRO

帯結びセミナー2020
 × サロン・ド・ヒロイン

着付け技術の
ある方 10/6（火） 10:30～

15:30
サロン・ド・ヒロイン 
菊池 広美 氏 ￥7,150 下地補正や帯結びの最新情報や成人式で使える帯結びを実

習形式で学びます。

結び方・編み方のバリエーション 全ての方 10/27（火） 13:00～
16:00

モロッカンオイル 
エデュケーター ￥3,300

周囲の目をくぎ付けにするヘアアレンジは、特別な機会に向けたヘアの提案に欠
かせません。カジュアルなパーティやフォーマルなイベントまで対応できる、サロ
ンワークですぐに活かせるクリエイティブなスタイルを3タイプご紹介します。

ヘッドスパ成功店に学ぶ 
× emilio ①【全2回】

ヘッドスパ技術
のある方 2/4（火） 13:00～

17:00
emilio

原田 麻衣 氏 ￥9,350全2回
セット

カウンセリングを極めながら実技に特化してヘッドスパ技術の習得を目指
します。

ヘッドスパ成功店に学ぶ 
× emilio ②【全2回】

ヘッドスパ技術
のある方 3/9（月） 18:00～

22:00
emilio

原田 麻衣 氏 ￥9,350全2回
セット

カウンセリングを極めながら実技に特化してヘッドスパ技術の習得を目指
します。

性格診断&
マナーセミナー会話術 全ての方 4/30（木） 19:00～

21:30

ビューティー
エクスペリエンス 
インストラクター

￥1,100
カウンセリングから見えてくるお客様の性格と、会話の中か
ら見えてくる本質を見極めます。合わせて、会話マナーや接
客マナーも同時に学んでいきます。

お客様心理から学ぶ
カウンセリング講座 全ての方 5/14（木） 19:00～

21:00
ナプラ

インストラクター ￥1,100 カウンセリング時の注意点やお客様心理を学んでいただき
ます

合同情報交換会 全ての方 10/26（月）帯広 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

SNS＆フォトジェニックスタイル最前線 
× NORA journey 阿形 聡美 全ての方 3/3（火） 13:00～

16:00
NORA journey 
阿形 聡美 氏 ￥3,300

マーケティングディレクターとして、複数のSNSを新規集客
やサロン、セルフブランディングのツールとしてフル活用す
る最新術を公開します。

STUDIO LIVE × jurk 全ての方 4/28（火） 13:00～
16:00jurk 沢井 卓也 氏 ￥3,850

いま、名古屋で最も勢いのあるサロン『jurk』が帯広にてス
タジオライブを開催！スタイルの仕込から撮影まで余すところ
なくご覧いただけます。

STUDIO LIVE × SHACHU 全ての方 11/17（火） 13:00～
16:00

SHACHU
ショーキ 氏 ￥4,290

TVや雑誌で話題になったユニコーンカラー発祥のトレンドサ
ロン『SHACHU』のスタジオライブを帯広にて開催！ハイトー
ンデザインカラーを惜しみなく披露していただきます。

撮影会Ⅱ × 松山 優介 中級～上級者 5/18（月） 10:00～フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500 美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛

活躍中の松山氏を迎えての撮影会。

撮影会Ⅰ × 井関 雅也 中級～上級者 3/17（火） 10:00～フォトグラファー 
井関 雅也 氏 ￥38,500 KHAや様々なシューティングシーンで活躍の関西を代表す

るフォトグラファーによる人気の撮影会です。

これからはじめるカメラの使い方 カメラ初心者 6/25（木） 19:00～
21:30

ビューティー
エクスペリエンス
インストラクター

￥1,650 これからカメラを始めたい方や始めたばかりで設定や使い
方に自信がない方に向けた初級講習。

HDC WINDING BASIC HDC WINDING 
CONTEST申込者 7/9（木） 19:00～

21:30
ミルボン

インストラクター ￥1,320 HDCワインディングコンテストの規定を学ぶ勉強会。

カット&ブローアカデミー by 
PEEK-A-BOO①【全3回】 スタイリスト～ 5/26（火） 12:30～

16:00
PEEK-A-BOO 
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックを直に学べるセ
ミナーです。基本技術の向上に必ず役立ちます。

カット&ブローアカデミー by 
PEEK-A-BOO②【全3回】 スタイリスト～ 6/30（火） 12:30～

16:00
PEEK-A-BOO 
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックを直に学べるセ
ミナーです。基本技術の向上に必ず役立ちます。

メンズに支持される
カット&フィニッシュワーク ①

【全2回コース】
スタイリスト 7/14（火） 11:00～

13:00クラシエ 外部講師 ￥6,050全2回
セット

メンズに支持されるためのカット＆フィニッシュワークを2回
コースでお伝えします。

メンズに支持される
カット&フィニッシュワーク【展示】 スタイリスト～ 7/14（火） 11:00～

13:00クラシエ 外部講師 ￥2,200 メンズ顧客の悩みを解消するカットテクニックを展示形式で
お伝えします。

カット&ブローアカデミー by 
PEEK-A-BOO③【全3回】 スタイリスト～ 7/21（火） 12:30～

16:00
PEEK-A-BOO 
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックを直に学べるセ
ミナーです。基本技術の向上に必ず役立ちます。

カットデザインセミナー 
× 綿久楽 ①【全3回】 中級～ 8/18（火） 12:00～

17:00
綿久楽

山梨 智枝 氏 ￥19,800
HDC審査委員を務める山梨氏がベーシック技術をおさらい
しながら、様々なスタイルをレクチャーします。デザインの幅
を広げたい方におすすめです。

メンズに支持される
カット&フィニッシュワーク ②

【全2回コース】
スタイリスト 8/25（火） 11:00～

16:00クラシエ 外部講師 ￥6,050全2回
セット

メンズに支持されるためのカット＆フィニッシュワークを2回
コースでお伝えします。

メンズに支持される
カット&フィニッシュワーク【実技】 スタイリスト～ 8/25（火） 11:00～

16:00クラシエ 外部講師 ￥4,400 メンズ顧客の悩みを解消するカットテクニックを実習形式で
お伝えします。

カットデザインセミナー 
× 綿久楽 ②【全3回】 中級～ 9/29（火） 12:00～

17:00
綿久楽

山梨 智枝 氏 ￥19,800
HDC審査委員を務める山梨氏がベーシック技術をおさらい
しながら、様々なスタイルをレクチャーします。デザインの幅
を広げたい方におすすめです。

カットデザインセミナー 
× 綿久楽 ③【全3回】 中級～ 10/13（火） 12:00～

17:00
綿久楽

山梨 智枝 氏 ￥19,800
HDC審査委員を務める山梨氏がベーシック技術をおさらい
しながら、様々なスタイルをレクチャーします。デザインの幅
を広げたい方におすすめです。

次世代グレイカラー ①【全2回】 スタイリスト 5/21（木） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
明るく染め上げるテクニックや、次世代グレイカラーのデザイン
の習得ができる全2回コース。

次世代グレイカラー ②【全2回】 スタイリスト 6/3（水） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥3,850全2回

セット
明るく染め上げるテクニックや、次世代グレイカラーのデザイン
の習得ができる全2回コース。

ブリーチデザインアカデミー
～ベースの基本編～ スタイリスト～ 3月予定シュワルツコフ 

インストラクター 別途案内
美容師にしかできないブリーチを使ったハイトーンカラーデ
ザインの技術を極める2回パックの1回目。ブリーチの基礎
技術、ベース作りの大切さを学びます。

ブリーチデザインアカデミー①
【全2回コース】 スタイリスト～ 3月予定シュワルツコフ 

インストラクター 別途案内全2回
セット

美容師にしかできないブリーチを使ったハイトーンカラーデ
ザインの技術を極める全2回パック。

ブリーチデザインアカデミー②
【全2回コース】 スタイリスト～ 4月予定GARDEN 

河上 紘之 氏 別途案内全2回
セット

美容師にしかできないブリーチを使ったハイトーンカラーデ
ザインの技術を極める全2回パック。

ブリーチデザインアカデミー
～GARDEN編～ スタイリスト～ 4月予定GARDEN 

河上 紘之 氏 別途案内
美容師にしかできないブリーチを使ったハイトーンカラーデ
ザインの技術を極める2回パックの2回目。オンカラーテク
ニックや旬なブリーチデザインを学びます。

ハイトーンデザインカラーを極める 
× GENIC by Nogio 全ての方 6/16（火） 13:00～GENIC by Nogio 

NOGIO 氏 別途案内
ハイトーンデザインカラーを得意とし、札幌で注目を集める
『GENIC by Nogio』。カウンセリング～仕上げまでリアル
サロンワークを披露していただきます。

デジタルパーマを学ぼう 全ての方 6/11（木） 19:00～
21:30

ナプラ
インストラクター ￥1,650 つけ巻クイックデジタルパーマが学べます。新しいデジタル

パーマの活用方法が見つかります。

パーマメニュー活性化パック ①
【全2回コース】 全ての方 6/11（木） 19:00～

21:30
各メーカー 

インストラクター ￥2,650全2回
セット

パーマのメニュー活性化に繋がるお得な2回パックです。

パーマメニュー活性化パック ②
【全2回コース】 全ての方 8/28（金） 19:00～

21:30
各メーカー 

インストラクター ￥2,650全2回
セット

パーマのメニュー活性化に繋がるお得な2回パックです。

明日から提案したくなる
パーマ活性セミナー 全ての方 8/28（金） 19:00～

21:30
アリミノ

インストラクター ￥1,650 すぐに提案したくなるスタイリングしやすいパーマ術を伝授
します。

簡単アイブロウ
メイクアップセミナー 全ての方 6/29（月） 19:00～

21:00
ウトワ

インストラクター ￥1,650 サロンでできる簡単メイクアップ入門。お顔の印象が良くなる
眉メイクのポイントをお伝えします。

カットベーシック
～上達するカットとブローの法則 

× PEEK-A-BOO
スタイリストの方 6/23（火） 13:00～

16:00
PEEK-A-BOO 
関 直樹 氏 ￥19,800 PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックを直に学べるセ

ミナーです。基本技術の向上に必ず役に立ちます。

メンズに支持されるカット&フィ
ニッシュワークセミナー 全ての方 11/5（木） 19:00～

21:00
クラシエ
外部講師 ￥2,200 男性に支持されるカット&フィニッシュワークを展示形式に

て学べます。メンズへの店販のススメ方も必見です。

シーズントレンドカラー【秋冬編】 全ての方 10/15（木） 19:00～
21:00

ウェラ
インストラクター ￥1,650 2020秋冬の海外コレクションをいち早く分析・解説、最新

ファッショントレンドをヘアカラーへ落とし込みます。

縮毛矯正によるアイロン操作
レベルアップセミナー 全ての方 4/8（水） 19:00～

21:00
サニープレイス
インストラクター ￥1,650 縮毛矯正の注意点と基礎知識が学べ、アイロン操作が格段

に早く上手くなります。

輝髪ストレートテクニックセミナー 全ての方 5/21（木） 19:00～
21:00

サニープレイス
インストラクター ￥1,650 すべての髪質、クセ毛をきれいになおす、毛髪改善ストレー

トを学びます。

パーマコントロール
～セクションから理解するパーマスタイル～ Jr.スタイリスト～ 7/16（木） 19:00～

21:00
ナンバースリー
インストラクター ￥1,650 パーマの基本的な考え方、パーマの基準化などを習得し、パー

マデザインのレパートリーの幅を広げられるセミナーです。

デジタルパーマを学ぼう 全ての方 11/12（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥1,650 つけ巻クイックデジタルパーマが学べます。新しいデジタル

パーマの活用方法が見つかります。

「和装」アップスタイル
完全習得セミナー × Atelier 

ma'am①【全3回】
全ての方 6/9（火） 10:00～

14:00
Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥19,800全3回

セット
和装をテーマに毛の扱い方、ピンの打ち方、ドライ～ブロー
でのベース基礎からスタイル作りを学ぶ実技講習です。

「和装」アップスタイル
完全習得セミナー × Atelier 

ma'am②【全3回】
全ての方 6/30（火） 10:00～

14:00
Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥19,800全3回

セット
和装をテーマに毛の扱い方、ピンの打ち方、ドライ～ブロー
でのベース基礎からスタイル作りを学ぶ実技講習です。

「和装」アップスタイル
完全習得セミナー × Atelier 

ma'am③【全3回】
全ての方 7/14（火） 10:00～

14:00
Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥19,800全3回

セット
和装をテーマに毛の扱い方、ピンの打ち方、ドライ～ブロー
でのベース基礎からスタイル作りを学ぶ実技講習です。

未来の美髪をつくる !
大人世代の頭皮ケア 全ての方 5/14（木） 19:00～

21:00
アモロス

インストラクター ￥1,650
健康な頭皮を維持することで将来の美髪をつくる、といった
視点から頭皮理論.サロンメニューとして需要の高いヘアカ
ラーを頭皮ケアの視点からお伝えします。

エイジングヘッドスパ 全ての方 8/26（水） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥2,750 心も身体も癒されるヘッドスパ。少人数限定の実習講習で

す。最高の癒しテクニックを学べます。

育毛マスター講座 全ての方 10/8（木） 19:00～
21:00

資生堂
インストラクター ￥1,650

育毛に関する知識を身につけ、高まる育毛市場のお客様へ
提案できる予防育毛メニューを提案します。抜け毛の要因・
AGAとは？

SNS集客術 全ての方 9/24（木） 19:00～
21:00

中野製薬
インストラクター ￥1,650 SNSでスタイルを出してはいるがなかなかうまくいかないな

ど疑問がたくさん。考え方と作り方をスタートから学びます。

店販活性化セミナー
「売る」から「売れる」へ①

【全2回】
全ての方 10/29（木） 19:00～

21:00
ミルボン

インストラクター ￥2,750全2回
セット

お客様が商品を見やすく購入しやすい売り場づくりと、コ
ミュニケーションテクニックが学べます。店販が面白いように
売れるようになります。

店販活性化セミナー
「売る」から「売れる」へ②

【全2回】
全ての方 11/19（木） 19:00～

21:00
ミルボン

インストラクター ￥2,750全2回
セット

お客様が商品を見やすく購入しやすい売り場づくりと、コ
ミュニケーションテクニックが学べます。店販が面白いように
売れるようになります。

合同情報交換会 全ての方 10/27（火）根室 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

美容医療セミナー 全ての方 8/6（木） 19:00～
21:00

自由が丘クリニック 
インストラクター ￥3,850 肌診断・スキンケアの体験を通して、アンチエイジングにつ

いての知識を学べるセミナーです。

CREATOR'S LIVE × Cocoon 全ての方 4月予定 19:00～
21:00Cocoon VAN 氏 別途案内 「骨格」「毛流れ」「髪質」人それぞれ異なる素材を最大限に

活かすノンブローカットを展示形式で披露していただきます。

フォトを学ぼう～はじめてのクリエイション 
× U-YU 全ての方 6/2（火） 13:00～

16:00
U-YU

山下 大器 氏 ￥3,300
SNSでスタイルを出してはいるがなかなかうまくいかないな
ど、始めてみると、疑問がたくさん。考え方と作り方をスター
トから学びます。

ミセスの為のカット&ブロー
テクニックセミナー × SWITCH スタイリストの方 5/26（火） 13:00～

16:00
SWITCH
渡邊 将人 氏 ￥5,500

ミセス層顧客に対し、マンネリさせない為のスタイルとカット
テクニックを実習形式で学びます。生涯顧客をガッチリ掴み
ましょう。

カット 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

カット 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

パーマ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

パーマ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

メイク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

着付・セットアップ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

着付・セットアップ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

フォトシューティング 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

フォトシューティング 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

クリエイション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容クリエイション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ヘア・頭皮ケア 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ヘア・頭皮ケア 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ＨＤＣ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

サービス・コミュニケーション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

サービス・コミュニケーション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

コンベンション 対象者 開催地 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

コンベンション 対象者 開催地 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

その他 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

OBIHIRO 2020 SEMINAR SCHEDULE KUSHIRO 2020 SEMINAR SCHEDULE

バレイヤージュテクニカルセミナー 全ての方 3/23（月） 19:00～
21:00

Z SALON
小野 恵一 氏 ￥3,300 展示形式にて、バレイヤージュのテクニックをしっかり学べま

す。カラーミューズを狙い通りに使いこなすコツも学べます。

シーズントレンドカラー【春夏編】 全ての方 4/23（木） 19:00～
21:00

ウェラ
インストラクター ￥1,650 2020春夏の海外コレクションをいち早く分析・解説、最新

ファッショントレンドをヘアカラーへ落としこみます。

とことんブリーチ①【全2回】 全ての方 4/27（月） 19:00～
21:00ルベル 外部講師 ￥3,300全2回

セット
ブリーチ施術を繰り返したりする際のポイント、様々なブリー
チスタイルを学ぶのに特化した展示セミナーです。Wカラー
の施術がキレイになります。

とことんブリーチ②【全2回】 全ての方 5/18（月） 19:00～
21:00ルベル 外部講師 ￥3,300全2回

セット
ブリーチ施術を繰り返したりする際のポイント、様々なブリー
チスタイルを学ぶのに特化した展示セミナーです。Wカラー
の施術がキレイになります。

カラーコントロールの基本講座 アシスタント～ 8/5（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥1,650 狙った色、質感を出せるような知識・技術を身に着けます。

大人のヘアカラー&ブリーチ攻略 
in 根室 全ての方 9/14（月） 19:00～

21:00ルベル 外部講師 ￥3,300 白髪を生かすヘアカラー剤・ブリーチ剤の使い方と効果的な
デザインを学べます。

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

第17回 北海道ガモウ大学講座①
【全2回】 全ての方 4/7（火） 13:30～

16:00
①コシノ ジュンコ 氏

②悠以 氏 ￥8,250全2回
セット

「感動・変化・成長」を大きなテーマとして、様々なジャンルの
著名な方をお呼びして成功体験や経験談をお話し頂きます。

第17回 北海道ガモウ大学講座②
【全2回】 全ての方 7/7（火） 13:30～

16:00
①コシノ ジュンコ 氏

②悠以 氏 ￥8,250全2回
セット

「感動・変化・成長」を大きなテーマとして、様々なジャンルの
著名な方をお呼びして成功体験や経験談をお話しして頂き
ます。

STUDIO CREATION LIVE 
2020 × NUMBER NINE 吉田将 全ての方 3/24（火）NUMBER NINE 

吉田 将 氏 ￥3,300 クリエイターの情報発信の場となるスタジオライブ。2020
年春はNUMBER NINE 吉田 将氏のパフォーマンスで ! !

TREND PERM DESIGN LIVE 
× HEAVENS 全ての方 10/6（火）HEAVENS NAO 氏 ￥3,850 HEAVENS NAO氏のパーマテクニックを大公開～パーマデ

ザインの提案幅を広げる～

Design Research × Logy ①
【全2回】

クリエイションを
何から始めたらい
いか分らない方

6/30（火） 14:00～
17:30株式会社 Logy 別途案内全2回

セット
あなたは何からインスピレーションを受けますか？ヘアデザイ
ナーが影響を受けやすいテーマとそれをどのようにヘアデザ
インに落とし込むかを徹底的にレクチャー致します。

Design Research × Logy ②
【全2回】

クリエイションを
何から始めたらい
いか分らない方

8/25（火） 14:00～
17:30株式会社 Logy 別途案内全2回

セット
あなたは何からインスピレーションを受けますか？ヘアデザイ
ナーが影響を受けやすいテーマとそれをどのようにヘアデザ
インに落とし込むかを徹底的にレクチャー致します。

クリエイターズセッション 
月刊BOB × ＧＡＭＯ北海道 全ての方 月刊BOB編集部 別途案内 別途案内

UR CREATIVE WORLD 全ての方 10/13（火）Hair Make UR
川島 悦美 氏 別途案内 昨年、好評だったURさんのスタジオライブ、奇想天外なUR

の独自の世界観は美容の垣根をこえ進化し続けます!

HDC 2020 全ての方 9/8（火） 9:00～
17:30 別途案内 北海道最大イベントHDCのEXPOを中心に楽しめるチケッ

トです。

HDC WINDING CONTEST 
2020 全ての方 9/8（火） 9:00～

17:30 別途案内 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

HDC COPY CUT CONTEST 
2020 全ての方 9/8（火） 別途案内 別紙参照 SHOW観覧チケットは含みません。

AREA CIRCUIT THEME CUT 
2020 北海道大会 全ての方 9/8（火） 別途案内 別紙参照 SHOW観覧チケットは含みません。

HHA リアルデザイン部門 全ての方 9/8（火） 別途案内 リアルデザイン部門のエントリーのみ申込

HHA クリエイティブデザイン部門 全ての方 9/8（火） 別途案内 HHA クリエイティブデザイン部門 エントリー申し込み

撮影会 × 松山 優介 Day1 中級、上級者 3/10（火） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500

美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛
活躍中の松山氏を迎えての撮影会。アワードの常連ならでは
の感性は人気を博し、予約を取りにくい撮影会の一つです!

撮影会 × 松山 優介 Day2 中級、上級者 3/11（水） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500

美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛
活躍中の松山氏を迎えての撮影会。アワードの常連ならでは
の感性は人気を博し、予約を取りにくい撮影会の一つです!

撮影会 × 松山 優介 Day3 中級、上級者 4/27（月） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500 美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛

活躍中の松山氏を迎えての撮影会

撮影会 × 松山 優介 Day4 中級、上級者 4/28（火） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500 美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛

活躍中の松山氏を迎えての撮影会

撮影会 × 松山 優介 Day5 中級、上級者 5/19（火） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500 美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛

活躍中の松山氏を迎えての撮影会

撮影会 × 松山 優介 Day6 中級、上級者 5/20（水） 9:00～
19:00

フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500 美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛

活躍中の松山氏を迎えての撮影会

撮影会 Ⅴ × 井関 雅也 中級、上級者 6/23（火） 10:00～
19:00

フォトグラファー 
井関 雅也 氏 ￥38,500 KHAや様々なシューティングシーンで活躍の関西を代表す

るフォトグラファーによる人気の撮影会です。

撮影会 Ⅳ × 岡本 卓也 中級者 6/2（火） 10:00～
19:00

フォトグラファー 
岡本 卓也 氏 ￥25,300 コンテスト作品を多く手がけ、有名美容師様やクリエイター

達とコラボし活躍中の岡本氏を迎えての撮影会。

撮影会 Ⅲ × 田中 雅也 中級、上級者 5/26（火） 10:00～
19:00

フォトグラファー 
田中 雅也 氏 ￥41,800

兵庫出身のフリーフォトグラファー。ファッションを中心に広
く活躍しJHAやKHAなどで活躍するクリエイターなどの作
品も担当。

撮影会 Ⅱ × 野村 新吾 初級、中級者 4/14（火） 10:00～
19:00

フォトグラファー 
野村 新吾 氏 ￥19,800 北海道・東北を中心に活躍中のカメラマン野村氏を迎えての

撮影会。

ABBEY THE CUT × 松永英樹①
【全3回】

全ての方
中級編 5/12（火） 10:30～

16:30
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥40,700全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術をベース作りからス
タイル へと余 すことなく集 中して学 べるコース、
1Day2STYLE

ABBEY THE CUT × 松永英樹②
【全3回】

全ての方
中級編 6/9（火） 10:30～

16:30
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥40,700全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術をベース作りからス
タイル へと余 すことなく集 中して学 べるコース、
1Day2STYLE

ABBEY THE CUT × 松永英樹③
【全3回】

全ての方
中級編 7/14（火） 10:30～

16:30
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥40,700全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術をベース作りからス
タイル へと余 すことなく集 中して学 べるコース、
1Day2STYLE

PEEK-A-BOO CUT&BLOW①
【全2回】 中級者～ 4/7（火） 8:30～

11:30
PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 ￥46,200全2回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックをシーズントレン
ドをふまえて学んでいくコース

PEEK-A-BOO CUT&BLOW②
【全2回】 中級者～ 6/30（火） 8:30～

11:30
PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 ￥46,200全2回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックをシーズントレン
ドをふまえて学んでいくコース

gem メイクアップアカデミー 
ベーシック①【全4回】

基本メイク技術
をお持ちの方 7/21（火） 10:00～

13:30gem 森川 丈二 氏 ￥66,000全4回
セット

基本メイク技術をお持ちの方へ向けたクリエイティブメイク
のベーシックを学ぶコースです撮影は無し

gem メイクアップアカデミー 
ベーシック②【全4回】

基本メイク技術
をお持ちの方 9/15（火） 10:00～

13:30gem 森川 丈二 氏 ￥66,000全4回
セット

基本メイク技術をお持ちの方へ向けたクリエイティブメイク
のベーシックを学ぶコースです撮影は無し

gem メイクアップアカデミー 
ベーシック③【全4回】

基本メイク技術
をお持ちの方 10/27（火） 10:00～

13:30gem 森川 丈二 氏 ￥66,000全4回
セット

基本メイク技術をお持ちの方へ向けたクリエイティブメイク
のベーシックを学ぶコースです撮影は無し

gem メイクアップアカデミー 
ベーシック④【全4回】

基本メイク技術
をお持ちの方 11/17（火） 10:00～

13:30gem 森川 丈二 氏 ￥66,000全4回
セット

基本メイク技術をお持ちの方へ向けたクリエイティブメイク
のベーシックを学ぶコースです撮影は無し

gem メイクアップアカデミー
アドバンス①【全4回】

ベーシックコース
修了者 7/21（火） 14:30～

18:30gem 森川 丈二 氏 ￥77,000全4回
セット

ベーシック修了者へ向けたクリエイティブメイクのアドバン
スコース。テーマの似合わせに合わせたメイクを学びます。
最終回の撮影会はA／B両方スタジオ使用

gem メイクアップアカデミー
アドバンス②【全4回】

ベーシックコース
修了者 9/15（火） 14:30～

18:30gem 森川 丈二 氏 ￥77,000全4回
セット

ベーシック修了者へ向けたクリエイティブメイクのアドバン
スコース。テーマの似合わせに合わせたメイクを学びます。
最終回の撮影会はA／B両方スタジオ使用

gem メイクアップアカデミー
アドバンス③【全4回】

ベーシックコース
修了者 10/27（火） 14:30～

18:30gem 森川 丈二 氏 ￥77,000全4回
セット

ベーシック修了者へ向けたクリエイティブメイクのアドバン
スコース。テーマの似合わせに合わせたメイクを学びます。
最終回の撮影会はA／B両方スタジオ使用

gem メイクアップアカデミー
アドバンス④【全4回】

ベーシックコース
修了者 11/17（火） 14:30～

18:30gem 森川 丈二 氏 ￥77,000全4回
セット

ベーシック修了者へ向けたクリエイティブメイクのアドバン
スコース。テーマの似合わせに合わせたメイクを学びます。
最終回の撮影会はA／B両方スタジオ使用

ヘアケア
マイスター試験 全ての方 5/26（火） ￥3,300 開催地：札幌・旭川・帯広・函館プライマリー

【春】

ヘアケア
マイスター試験

プライマリー
試験合格者 5/26（火） ￥3,300 開催地：札幌・旭川・帯広・函館ミドル

【春】

ヘアケア
マイスター試験

マイスター
1次試験合格者 5/26（火） ￥7,700 開催地：札幌・旭川・帯広・函館マイスター2次

【春】

ヘアケア
マイスター試験 全ての方 10/27（火） ￥3,300 開催地：札幌・旭川・帯広・函館プライマリー

【秋】

ヘアケア
マイスター試験

プライマリー
試験合格者 10/27（火） ￥3,300 開催地：札幌・旭川・帯広・函館ミドル

【秋】

ヘアケア
マイスター試験

ミドル試験
合格者 10/27（火） ￥3,300 開催地：札幌・旭川・帯広・函館マイスター1次

【秋】

「色彩＋素材＋似合う＋好み」
スタイリングマップ①【全3回】 全ての方 3/18（水） 19:30～

22:00

日本ファッション
スタイリスト協会
あいざわ あゆみ氏

￥5,500全3回
セット

スタイリングの理論であるスタイリングマップによって、今まで曖昧となっていたセンスを計るメソッドを、あら
ゆるスタイル提案を仕事とする方々のために構築されたものです。これにより、お客様にとって｢好きなスタイ
ル｣、｢さらに似合うスタイル｣、｢憧れのスタイル｣に近づくヒントをご提案できるようになるセミナーです。

「色彩＋素材＋似合う＋好み」
スタイリングマップ②【全3回】 全ての方 4/16（木） 19:30～

22:00

日本ファッション
スタイリスト協会
あいざわ あゆみ氏

￥5,500全3回
セット

スタイリングの理論であるスタイリングマップによって、今まで曖昧となっていたセンスを計るメソッドを、あら
ゆるスタイル提案を仕事とする方々のために構築されたものです。これにより、お客様にとって｢好きなスタイ
ル｣、｢さらに似合うスタイル｣、｢憧れのスタイル｣に近づくヒントをご提案できるようになるセミナーです。

「色彩＋素材＋似合う＋好み」
スタイリングマップ③【全3回】 全ての方 5/28（木） 19:30～

22:00

日本ファッション
スタイリスト協会
あいざわ あゆみ氏

￥5,500全3回
セット

スタイリングの理論であるスタイリングマップによって、今まで曖昧となっていたセンスを計るメソッドを、あら
ゆるスタイル提案を仕事とする方々のために構築されたものです。これにより、お客様にとって｢好きなスタイ
ル｣、｢さらに似合うスタイル｣、｢憧れのスタイル｣に近づくヒントをご提案できるようになるセミナーです。

カット 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

メイク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

フォトシューティング 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

クリエイション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ヘア・頭皮ケア 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ＨＤＣ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

知識・教養 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

HDC U-25 CUT CONTEST 
2020

2021年
4月1日時点で
25歳以下の方

9/8（火） 別途案内 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

OTHERS 2020 SEMINAR SCHEDULE

HDC LADY'S CUT CONTEST 
2020 全ての方 9/8（火） 別途案内 別紙参照 SHOW観覧チケットは含まれません。

ＨＤＣ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

HDC WINDING 虎の巻 HDC WINDING
CONTEST 申込者 7/21（火） 別途案内

廣部美粧院 廣部 憲 氏、
BUONO HAIR
浜辺 海斗氏

￥3,300 HDC WINDING CONTESTを勝ち抜く為のポイントレク
チャー。本選前、特訓内容を再認識する為の特別講座です。

サービス・コミュニケーション 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

第35回 ガモウ北海道ゴルフコンペ 全ての方 10/6（火） 別途案内

合同情報交換会 全ての方 4/20（月）苫小牧 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

合同情報交換会 全ての方 4/21（火）伊達 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

合同情報交換会 全ての方 5/18（月）北見 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

合同情報交換会 全ての方 5/19（火）旭川 ￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

七つの習慣①【全3回】 全ての方 2/17（月） 9:00～
17:00

フランクリン・
コヴィ・ジャパン
加藤 純一 氏

￥110,000全3回
セット

あらゆるビジネスパーソンに求められる「セルフリーダー
シップの発揮」と「組織における相乗効果の発揮」を促す研
修です。

七つの習慣②【全3回】 全ての方 2/18（火） 9:00～
17:00

フランクリン・
コヴィ・ジャパン
加藤 純一 氏

￥110,000全3回
セット

あらゆるビジネスパーソンに求められる「セルフリーダー
シップの発揮」と「組織における相乗効果の発揮」を促す研
修です。

七つの習慣③【全3回】 全ての方 2/19（水） 9:00～
16:00

フランクリン・
コヴィ・ジャパン
加藤 純一 氏

￥110,000全3回
セット

あらゆるビジネスパーソンに求められる「セルフリーダー
シップの発揮」と「組織における相乗効果の発揮」を促す研
修です。

第4回
川島文夫杯 全ての方 11/10（火）PEEK-A-BOO 

川島 文夫 氏 ￥16,500 第4回を迎え、今年大きくリニューアル。新しく生まれ変わっ
たコンテストを制するのは！？

【ベーシック
スタイル部門】

第4回
川島文夫杯 全ての方 11/10（火）PEEK-A-BOO 

川島 文夫 氏 ￥16,500 第4回を迎え、今年大きくリニューアル。新しく生まれ変わっ
たコンテストを制するのは！？

【デザイン
スタイル部門】

 ウエラ  トレンドビジョン
札幌ファイナル 7/21（火） 別途案内 別途案内

 ウエラ  トレンドビジョン
ジャパンファイナル 9/29（火） 別途案内 別途案内

 ルベル  I.D.2021 全ての方 11/10（火） 別途案内 創造性を刺激し、日々のサロンワークにおけるヘアデザイン
の可能性を大きく広げるコンテスト。

 アリミノ  カットデザインスクール①
【全2回】 全ての方 4/14（火） 13:00～

16:30
peek a boo
町田 氏 別途案内全2回

セット
別途案内

 アリミノ  カットデザインスクール②
【全2回】 全ての方 6/9（火） 13:00～

16:30
peek a boo
町田 氏 別途案内全2回

セット
別途案内

 アリミノ  毛先だけパーマ提案 全ての方 7/14（火） 13:00～SHEA代表
坂狩 氏 別途案内 別途案内

 資生堂  ブリーチマスターセミナー
ティーチイン（AM） 全ての方 5/26（火） 10:00～

12:00 ￥3,000 別途案内

 資生堂  ブリーチマスターセミナー
ワークショップ（終日） 全ての方 5/26（火） 10:00～

17:00 ￥6,000 別途案内

 資生堂  プリミエンスエンリッチ
グレイヘアカラーセミナー 全ての方 6/30（火） 12:00～

15:00heel ￥3,000 別途案内

 資生堂  ヘアカラー
デザインセミナー 全ての方 10/6（火） 12:00～

15:00MINX ￥3,000 別途案内

 ナプラ  2020spring&summer
カット&カラーセミナー 全ての方 4/14（火）JENO 別途案内 別途案内

 ナプラ  VISAGE CREATION
スタイリングセミナー 全ての方 6/2（火） 別途案内 別途案内

ガモウ北海道70周年記念ツアー
in HAWAII（2021年初頭）

2021/1/25
～1/29 別途案内

 ミルボン  MILBON NEXT
VISION 全ての方 2/25（火） 13:00～

15:30 別途案内 NEXT 100を実現するために、2020年度の政策概要と具
体策をお伝え致します。

 ミルボン  2020 SS 
オルディーブ アディクシー
BLEACH BATTLE

全ての方 5/26（火） 13:00～
16:00 ￥3,000 ヤング世代～大人世代に向けた、最新のブリーチデザイン＆

技術、オンカラー情報がセミナー形式で学べます。

 ミルボン  DA-INSPIRE LIVE 全ての方 10/20（火） 別途案内 リアリティブ発想を通じてヘアデザイナーとしての感性を刺
激するイベント。

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 6/8（月） 別途案内 別途案内1級試験

【春】

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 6/8（月） 別途案内 別途案内2級試験

【春】

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 6/8（月） 別途案内 別途案内3級試験

【春】

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 11/16（月） 別途案内 別途案内1級試験

【秋】

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 11/16（月） 別途案内 別途案内2級試験

【秋】

ビューティ・コー
ディネーター検定 級により規定あり 11/16（月） 別途案内 別途案内3級試験

【秋】

 アリミノ  育てるハイライトセミナー 全ての方 2/25（火） 13:00～
15:00SHEA 佐藤 氏 別途案内 別途案内

マネジメント 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

コンベンション 対象者 開催地 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

その他 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

 ミルボン  DA REALITIVE FES 全ての方 4/28（火） 17:00～
19:00 ￥1,000 2019年度札幌DA受賞者による作品創りをライブ感覚で、

ご鑑賞頂けます。

カット&ブローアカデミー by 
PEEK-A-BOO【全3回】

スタイリスト～ PEEK-A-BOO 
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックを直に学べるセ
ミナーです。基本技術の向上に必ず役立ちます。

カットデザインセミナー 
× 綿久楽 【全3回】

中級～ 綿久楽
山梨 智枝 氏 ￥19,800全3回

セット
HDC審査委員を務める山梨氏がベーシック技術をおさらい
しながら、様々なスタイルをレクチャーします。デザインの幅
を広げたい方におすすめです。

メンズに支持される
カット&フィニッシュワーク

【全2回】
スタイリスト～ クラシエ 外部講師 ￥6,050全2回

セット
メンズに支持されるためのカット＆フィニッシュワークを2回
コースでお伝えします。

次世代グレイカラー【全2回】 スタイリスト～ ウエラ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
明るく染め上げるテクニックや、次世代グレイカラーのデザイン
の習得ができる全2回コース。

ブリーチデザインアカデミー
【全2回】

スタイリスト～ 別途案内全2回
セット

美容師にしかできないブリーチを使ったハイトーンカラーデ
ザインの技術を極める全2回パック。

パーマメニュー活性化パック
【全2回】

全ての方 各メーカー 
インストラクター ￥2,750全2回

セット
パーマのメニュー活性化に繋がるお得な2回パックです。

店販活性化セミナー
「売る」から「売れる」へ

【全2回】
全ての方 ミルボン

インストラクター ￥2,750全2回
セット

お客様が商品を見やすく購入しやすい売り場づくりと、コ
ミュニケーションテクニックが学べます。店販が面白いように
売れるようになります。

ヘッドスパ成功店に学ぶ 
× emilio【全2回】

ヘッドスパ技術
のある方

emilio
原田 麻衣 氏 ￥9,350全2回

セット
カウンセリングを極めながら実技に特化してヘッドスパ技術
の習得を目指します。

とことんブリーチ【全2回】 全ての方 ルベル 外部講師 ￥3,300全2回
セット

ブリーチ施術を繰り返したりする際のポイント、様々なブリー
チスタイルを学ぶのに特化した展示セミナーです。Wカラー
の施術がキレイになります。

「和装」アップスタイル
完全習得セミナー 

× Atelier ma'am【全3回】
全ての方 Atelier ma'am 

富井 孝子 氏 ￥19,800全3回
セット

和装をテーマに毛の扱い方、ピンの打ち方、ドライ～ブロー
でのベース基礎からスタイル作りを学ぶ実技講習です。

第17回 北海道ガモウ大学講座
【全2回】

全ての方 ①コシノ ジュンコ 氏
②悠以 氏 ￥8,250全2回

セット
「感動・変化・成長」を大きなテーマとして、様々なジャンルの
著名な方をお呼びして成功体験や経験談をお話し頂きます。

Design Research × Logy 
【全2回】

クリエイションを
何から始めたらい
いか分らない方

株式会社 Logy ￥28,600全2回
セット

あなたは何からインスピレーションを受けますか？ヘアデザイ
ナーが影響を受けやすいテーマとそれをどのようにヘアデザ
インに落とし込むかを徹底的にレクチャー致します。

中級、上級者 フォトグラファー 
松山 優介 氏 ￥38,500

美容業界アワード審査や美容業界誌、ファッション誌で絶賛
活躍中の松山氏を迎えての撮影会。アワードの常連ならでは
の感性は人気を博し、予約を取りにくい撮影会の一つです!

ABBEY THE CUT × 松永英樹
【全3回】

全ての方
中級編

ABBEY
松永 英樹 氏 ￥40,700全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術をベース作りからスタ
イルへと余すことなく集中して学べるコース、1Day2STYLE

gem メイクアップアカデミー 
ベーシック【全4回】

基本メイク技術
をお持ちの方 gem 森川 丈二 氏 ￥66,000全4回

セット
基本メイク技術をお持ちの方へ向けたクリエイティブメイク
のベーシックを学ぶコースです。撮影はありません。

gem メイクアップアカデミー
アドバンス【全4回】

ベーシックコース
修了者 gem 森川 丈二 氏 ￥77,000全4回

セット
ベーシック修了者へ向けたクリエイティブメイクのアドバン
スコース。テーマの似合わせに合わせたメイクを学びます。

ヘアケア
マイスター
試験

5/26（火） 開催地：札幌・旭川・帯広・函館

ヘアケア
マイスター
試験

10/27（火） 開催地：札幌・旭川・帯広・函館

9/8（火） 別途案内
北海道最大級の美容イベント。「CONTEST／HAIR 
SHOW／SEMINAR／EXPO／HHA」5つのコンテンツか
らなる美容の祭典！！ 詳しくは別紙パンフレットにて。

PEEK-A-BOO CUT&BLOW
【全2回】

中級者～ PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 ￥46,200全2回

セット
PEEK-A-BOOのカット&ブローテクニックをシーズントレン
ドをふまえて学んでいくコース

「色彩＋素材＋似合う＋好み」
スタイリングマップ【全3回】

全ての方
日本ファッション
スタイリスト協会
あいざわ あゆみ氏

￥5,500全3回
セット

スタイリングの理論であるスタイリングマップによって、今まで
曖昧となっていたセンスを計るメソッドを、あらゆるスタイル提
案を仕事とする方々のために構築されたものです。これにより、
お客様にとって｢好きなスタイル｣、｢さらに似合うスタイル｣、｢憧
れのスタイル｣に近づくヒントをご提案できるようになるセミナー
です。

 アリミノ  カットデザインスクール
【全2回】

全ての方 PEEK-A-BOO
町田 氏 別途案内全2回

セット
別途案内

七つの習慣【全3回】 全ての方
フランクリン・
コヴィ・ジャパン
加藤 純一 氏

￥110,000全3回
セット

あらゆるビジネスパーソンに求められる「セルフリーダー
シップの発揮」と「組織における相乗効果の発揮」を促す研
修です。

合同情報交換会 全ての方 各￥1,650 メーカー数十社が一堂に集まり、最新の情報を発信します。

ビューティ・
コーディネーター

検定
級により規定あり 別途案内6/8（月） 別途案内

ビューティ・
コーディネーター

検定
級により規定あり 別途案内11/16（月） 別途案内

第4回
川島文夫杯 全ての方 11/10（火）PEEK-A-BOO 

川島 文夫 氏 ￥16,500 第4回を迎え、今年大きくリニューアル。新しく生まれ変わっ
たコンテストを制するのは！？


