
※料金はすべて税込価格となります。※予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

SAPPOROOSAPPOR
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。

クリエイション 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

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。

クリエイションセミナー「デザインとカット」 
× U-YU／orga ①【全5回】 初級、中級者 3/17（火） 10:00～

15:00
U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット② 
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット ip500 ウィック撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル

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 ! !

クリエイションセミナー「デザインとカット」 
× U-YU／orga ②【全5回】 初級、中級者 4/21（火） 10:00～

15:00
U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット② 
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット ip500 ウィック撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル

クリエイションセミナー「デザインとカット」 
× U-YU／orga ③【全5回】 初級、中級者 5/19（火） 10:00～

18:00
U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット② 
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット ip500 ウィック撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル

クリエイションセミナー「デザインとカット」 
× U-YU／orga ④【全5回】 初級、中級者 6/16（火） 10:00～

17:00
U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット② 
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット ip500 ウィック撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル

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。

クリエイションセミナー「デザインとカット」 
× U-YU／orga ⑤【全5回】 初級、中級者 8/11（火） 10:00～U-YU 山下 大器 氏／

orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回
セット

クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット② 
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット ip500 ウィック撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル

クリエイションセミナー「撮影」 
× U-YU【特別編】 初級、中級者 8/11（火） 10:00～U-YU 山下 大器 氏 ￥14,300 クリエイションセミナー「デザインとカット」×山下大器/森祐

仁【全5回】の5回目「撮影」のみの申込です。

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。

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～

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!

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

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 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。

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。

HDC WINDING BASIC Ⅰ HDC WINDING 
CONTEST申込者 6/9（火） 13:00～

16:00
ウエラ

インストラクター ￥1,320
HDC WINDING CONTESTに向けた勉強会。審査方法、
審査基準の確認や、ゴムがけ、スピードアップや正確な動作
のポイントを学びます。

HDC WINDING BASIC Ⅱ HDC WINDING 
CONTEST申込者 6/23（火） 13:00～

16:00
ウエラ

インストラクター ￥1,320
HDC WINDING CONTESTに向けた勉強会。審査方法、
審査基準の確認や、ゴムがけ、スピードアップや正確な動作
のポイントを学びます。

HDC WINDING BASIC Ⅲ HDC WINDING
CONTEST 申込者 7/2（木） 20:00～ウエラ

インストラクター ￥1,320
HDC WINDING CONTESTに向けた勉強会。審査方法、
審査基準の確認や、ゴムがけ、スピードアップや正確な動作
のポイントを学びます。

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。

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 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 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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 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

デザインとカット
「似合せの法則 × ベーシックカット」 
× orga／U-YU ①【全4回】

初級、中級者 3/17（火） 10:00～
15:00

orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏 ￥27,500全4回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット②  
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット  ip500 ウィック撮影5Day 撮影（希望者は別途個別申込）

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」①

【全6回】
初級、中級者 4/2（木） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

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

デザインとカット
「似合せの法則 × ベーシックカット」 
× orga／U-YU ②【全4回】

初級、中級者 4/21（火） 10:00～
15:00

orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏 ￥27,500全4回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット②  
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット  ip500 ウィック撮影5Day 撮影（希望者は別途個別申込）

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」②

【全6回】
初級、中級者 4/23（木） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

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

デザインとカット
「似合せの法則 × ベーシックカット」 
× orga／U-YU ③【全4回】

初級、中級者 5/19（火） 10:00～
18:00

orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏 ￥27,500全4回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット②  
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット  ip500 ウィック撮影5Day 撮影（希望者は別途個別申込）

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」③

【全6回】
初級、中級者 5/21（木） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

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

デザインとカット
「似合せの法則 × ベーシックカット」 
× orga／U-YU ④【全4回】

初級、中級者 6/16（火） 10:00～
17:00

orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏 ￥27,500全4回

セット
クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融
合したことにより「デザインカット」を学べます。1Day ベーシックカット① ip3002Day ベーシックカット②  
ip3003Day デザイン基礎4Day デザインカット  ip500 ウィック撮影5Day 撮影（希望者は別途個別申込）

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」④

【全6回】
初級、中級者 6/18（木） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

単価UPを実現する 
最新トレンドデザイン 

× BOLLEY BOLLEY ①【全2回】
スタイリスト 10/28（水） 19:30～

22:00
BOLLEY BOLLEY
鈴木 英樹 氏 別途案内全2回

セット
BOLLEYBOLLEY鈴木氏が教えるカットセミナー。明日か
ら使えるトレンドスタイルと提案力を身につけて売上UP！

基礎育成技術パーマスキルワーク 新人、初級者～ 7/16（木） 10:00～
12:00

ナンバースリー
インストラクター ￥1,100 基本的なパーマ知識～ロッドワインディング技術までを学び

ます。午前中のセミナーとなります。

アップスタイルセミナー ×
Atelier ma'am①【全2回】 全ての方 10/6（火） 10:30～

15:30
Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥12,100全2回

セット
人気のアップセミナー。「パーティー」などに応用できるスタ
イルをテーマに基礎も含め学ぶコースです。

アップスタイルセミナー ×
Atelier ma'am②【全2回】 全ての方 10/27（火） 10:30～

15:30
Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥12,100全2回

セット
人気のアップセミナー。「パーティー」などに応用できるスタ
イルをテーマに基礎も含め学ぶコースです。

ヘアケアマイスター
初級育成セミナー【春】 全ての方 4/9（木） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
認定講師 ￥1,320 ヘアケアマイスタープライマリー試験へ向けた勉強会

ヘアケアマイスター
中級育成セミナー【春】

プライマリー
試験合格者 4/16（木） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
認定講師 ￥2,200 ヘアケアマイスターミドル試験へ向けた勉強会

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
初級育成セミナー【秋】 全ての方 9/17（木） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
認定講師 ￥1,320 ヘアケアマイスタープライマリー試験へ向けた勉強会

ヘアケアマイスター
中級育成セミナー【秋】

プライマリー
試験合格者 9/24（木） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
認定講師 ￥2,200 ヘアケアマイスターミドル試験へ向けた勉強会

サロン実践への道 ラポール心理学&
スパニストセミナー①【全2回】 全ての方 9/29（火） 12:00～

18:00
ハホニコ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

ラポール心理学をはじめ、実践ヘッドスパに必要なカウンセ
リング～バリ式マッサージ技術までをトータルで学べるスパ
セミナー。セミナー受講後、ディプロマ配布されます。

サロン実践への道 ラポール心理学&
スパニストセミナー②【全2回】 全ての方 10/20（火） 12:00～18:00

ハホニコ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
ラポール心理学をはじめ、実践ヘッドスパに必要なカウンセ
リング～バリ式マッサージ技術までをトータル学べるスパセ
ミナー。セミナー受講後、ディプロマ配布されます。

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】

 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

 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

基礎育成ベーシックコース ①
【全4回】 新人、初級者～ 6/4（木） 10:00～

12:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

基礎育成技術カラーテクニック、基礎育成技術パーマスキル
ワーク、性格診断&マナー会話術がセットになったお得なコー
スです。

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】

 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

 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。

基礎育成ベーシックコース ②
【全4回】 新人、初級者～ 6/25（木） 10:00～

12:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

基礎育成技術カラーテクニック、基礎育成技術パーマスキル
ワーク、性格診断&マナー会話術がセットになったお得なコー
スです。

 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

 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

基礎育成ベーシックコース ③
【全4回】 新人、初級者～ 7/16（木） 10:00～

12:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

基礎育成技術カラーテクニック、基礎育成技術パーマスキル
ワーク、性格診断&マナー会話術がセットになったお得なコー
スです。

基礎育成ベーシックコース ④
【全4回】 新人、初級者～ 8/25（火） 13:00～

16:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

基礎育成技術カラーテクニック、基礎育成技術パーマスキル
ワーク、性格診断&マナー会話術がセットになったお得なコー
スです。

サロンバリエーションコース ①
【全4回】 全ての方 8/25（火） 13:00～

16:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

性格診断&マナー会話術、カラーアカデミー、育毛を真剣に
考える、がセットになったお得なセミナー

ヘッドスパテクニカルコース ①
【全3回】 全ての方 9/29（火） 12:00～

18:00
各メーカー

インストラクター ￥3,850全3回
セット

サロン実践への道 ラポール心理学&スパニスト、育毛を真
剣に考える、がセットになったお得なコース

サロンバリエーションコース ②
【全4回】 全ての方 10/1（木） 20:00～各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

性格診断&マナー会話術、カラーアカデミー、育毛を真剣に
考える、がセットになったお得なセミナー

 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

ヘッドスパテクニカルコース ②
【全3回】 全ての方 10/20（火） 12:00～18:00

各メーカー
インストラクター ￥3,850全3回

セット
サロン実践への道 ラポール心理学&スパニスト、育毛を真
剣に考える、がセットになったお得なコース

サロンバリエーションコース ③
【全4回】 全ての方 10/22（木） 20:00～各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

性格診断&マナー会話術、カラーアカデミー、育毛を真剣に
考える、がセットになったお得なセミナー

ヘッドスパテクニカルコース ③
【全3回】 全ての方 11/5（木） 20:00～

22:00
各メーカー

インストラクター ￥3,850全3回
セット

サロン実践への道 ラポール心理学&スパニスト、育毛を真
剣に考える、がセットになったお得なコース

サロンバリエーションコース ④
【全4回】 全ての方 11/5（木） 20:00～

22:00
各メーカー

インストラクター ￥3,300全4回
セット

性格診断&マナー会話術、カラーアカデミー、育毛を真剣に
考える、がセットになったお得なセミナー

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】

 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。

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】

 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

 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。

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

ＨＤＣ 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

「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。

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

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。

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 3/4（水） 19:00～

22:00
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。

 小樽  フォルムコントロールセミナー 全ての方 6/23（火） 13:00～
16:00

サンコール
インストラクター ￥1,100

アイロンで傷んでしまった髪のふくらみや、生際を傷めずに
フォルムをコントロールしスタイリングをし易くする技術を学
びます。

カラー 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

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

ヘア・頭皮ケア 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

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】

育毛を真剣に考える 全ての方 11/5（木） 20:00～
22:00

資生堂
インストラクター ￥1,100

これから10年先を見据えて、頭皮や育毛について取り組ん
でいくための知識を学んでいきます。毛髪、頭皮の悩みに解
決策を。

性格診断&マナーセミナー会話術 全ての方 8/25（火） 13:00～
16:00

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。

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

デザインワーク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

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 講 師 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

カット 対象者 講 師 日 程 時 間 開催地 価　格 内　容

着付・セットアップ 対象者 講 師 日 程 時 間 開催地 価　格 内　容

クリエイション 対象者 講 師 日 程 時 間 開催地 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

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。

CREATOR'S LIVE × Gratii 全ての方 4/13（月） 19:00～
21:00

Gratii
大更 章文 氏 ￥3,300

東京青山で活躍する、Gratii大更氏によるカラーデザインと
カット&フィニッシュワークを学べます。ナチュラルで繊細な
技術を御覧ください。

あれんじすたいる × かあこ 【展示】 全ての方 10/27（火） 別途案内SOHO／
ヨハコ かあこ 氏 ￥3,850 アレンジスタイルで大人気のかあこ氏が日本髪と着物のスタ

イルを今までにない新しい感性で見せるスタジオライブ。

STUDIO LIVE 2020 × GARDEN スタイリスト～ 6月予定
GARDEN 
harajuku
大沼 圭吾 氏

別途案内 GARDEN人気スタイリストがカット&カラーでトレンドスタイ
ルを発信。

TREND DESIGN SEMINAR × 
GARDEN スタイリスト～ 6月予定

GARDEN 
harajuku
大沼 圭吾 氏

別途案内 明日から提案できるトレンドスタイルを実技で学ぶ実践型セ
ミナー

あれんじすたいる × かあこ
【展示・実技】 スタイリスト～ 10/27（火） 別途案内SOHO／

ヨハコ かあこ 氏 ￥11,000 あれんじすたいるをしっかり学べる技術実習セミナー

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。

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。

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。

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。

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。

Tierra studio live in 苫小牧 全ての方 3/17（火） 13:00～
16:00

Tierra 
三笠 竜哉 氏 ￥3,300 Tierra三笠氏をお招きし、サロンワークの質を高め、お客様

に喜ばれるデザインワークを披露して頂きます。

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。

CREATION STUDIO LIVE 
× DaB 全ての方 3/17（火） 19:00～

21:00
DaB

河原木 佑弥 氏 別途案内
代官山、表参道、銀座、都内で3店舗を展開する人気店DaB
のトップスタイリストによるスタジオライブ。最新のトレンドを
発信。

CREATION STUDIO LIVE 全ての方 12/1（火）別途案内 別途案内 別途案内

Copy Cut Competition 全ての方 5/26（火） 13:00～
16:00

NOEMS HAIR 
河田 俊 氏 ￥2,200 コピーカット競技。展示された見本ウィッグを完全にコピーし

正確性を競います。

あれんじすたいる2020 × かあこ 全ての方 7/6（月）SOHO／
ヨハコ かあこ 氏 別途案内

コテコテじゃなくもっとラフに。いつもよりかわいい！そんな褒
め言葉がもらえるヘアアレンジ。かあこ流のアレンジ術をデ
モと実習で学んで頂けます。

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

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

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」⑥

【全6回】
初級、中級者 7/22（水） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」⑤

【全6回】
初級、中級者 7/2（木） 19:30～

22:00
NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏 ￥22,000全6回

セット
ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材にカット技術を高める講座
を集めたトータルカット授業です。それぞれの申込可能メイン講師「ベーシック」4/2・
4/23・5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 河田氏・寒藤氏

CUT ACADEMY
「デザイン授業編」【③】 初級、中級者 7/22（水） 19:30～

22:00

NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏

（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）
￥5,500

CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」のデザイン単
体授業、女性像を題材にカット技術を高めるカット実技単発
授業です。

CUT ACADEMY
「デザイン授業編」【①】 初級、中級者 6/18（木） 19:30～

22:00

NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏

（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）
￥5,500

CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」のデザイン単
体授業、女性像を題材にカット技術を高めるカット実技単発
授業です。

CUT ACADEMY
「デザイン授業編」【②】 初級、中級者 7/2（木） 19:30～

22:00

NOEMS HAIR 河田 俊 氏
/ zero hair 蓑島 竜二 氏

（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）
￥5,500

CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」のデザイン単
体授業、女性像を題材にカット技術を高めるカット実技単発
授業です。

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース①【全5回】 全ての方 3/26（木） 20:00～

Z SALON 小野 恵一 氏 /
SWAN Sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ 
× Z SALON【全2回】 全ての方 4/21（火） 13:00～Z SALON

小野 恵一 氏 ￥4,400全2回
セット

黒髪からのデザインカラーや、グレイデザインカラーセミ
ナー。ブリーチからのカラーデザイン展開を学びます。

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース②【全5回】 全ての方 4/21（火） 13:00～

Z SALON 小野 恵一 氏 /
SWAN Sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

カット展開図に合わせた
ホイルワークテクニック 全ての方 5/21（木） 20:00～

22:00
ホーユー

インストラクター ￥1,100
様々なカット展開図ごとのホイルワークテクニックを学ぶ。
デザインテクニックをより少ない枚数で効果的に活用し、デ
ザインカラーの幅を広げます。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ 
× Z SALON【全2回】 全ての方 5/26（火） 13:00～Z SALON

小野 恵一 氏 ￥4,400全2回
セット

黒髪からのデザインカラーや、グレイデザインカラーセミ
ナー。ブリーチからのカラーデザイン展開を学びます。

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース③【全5回】 全ての方 5/26（火） 13:00～

Z SALON 小野 恵一 氏 /
SWAN Sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

基礎育成技術
カラーテクニック①【全2回】 新人、初級者～ 6/4（木） 10:00～

12:00
ルベル

インストラクター ￥2,200全2回
セット

基本的なカラー知識～カラー塗布技術までを学ぶ基礎講
座。午前中のセミナーとなります。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ
 × SWAN Sapporo【全2回】 全ての方 6/16（火） 13:00～SWAN Sapporo

白鳥 二志 氏 ￥4,400全2回
セット

黒髪からのデザインカラー、ブリーチとデザインの融合。グ
ラデーション、バレイヤージュなどの現代カラーの必須テク
ニックを学ぶ。

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース④【全5回】 全ての方 6/16（火） 13:00～

Z SALON 小野 恵一 氏 /
SWAN Sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

基礎育成技術
カラーテクニック②【全2回】 新人、初級者～ 6/25（木） 10:00～

12:00
ルベル

インストラクター ￥2,200全2回
セット

基本的なカラー知識～カラー塗布技術までを学ぶ基礎講
座。午前中のセミナーとなります。

失敗しない鉄板カラーレシピ術 全ての方 7/9（木） 20:00～
22:00

資生堂 
インストラクター ￥1,100

カラー混ぜ合わせによる思った色が表現できないなどの悩
みを解決するレシピを紹介。お客様に喜ばれる鉄板カラー法
則を公開。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ
 × SWAN Sapporo【全2回】 全ての方 7/14（火） 13:00～SWAN Sapporo

白鳥 二志 氏 ￥4,400全2回
セット

黒髪からのデザインカラー、ブリーチとデザインの融合。グ
ラデーション、バレイヤージュなどの現代カラーの必須テク
ニックを学ぶ。

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース⑤【全5回】 全ての方 7/14（火） 13:00～

Z SALON 小野 恵一 氏 /
SWAN Sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

カラーアカデミー①【全2回】 全ての方 10/1（木） 20:00～ミルボン
インストラクター ￥2,200全2回

セット
バレイヤージュ、グラデーションなどのデザインカラーテク
ニックの習得。ディプロマ配布

カラーアカデミー②【全2回】 全ての方 10/22（木） 20:00～ミルボン
インストラクター ￥2,200全2回

セット
バレイヤージュ、グラデーションなどのデザインカラーテク
ニックの習得。ディプロマ配布

 小樽  グレイッシュデザインセミナー 全ての方 9/29（火） 13:00～
16:00

サンコール
インストラクター ￥1,100 9トーン以上で白髪も染める。グレイヘアを活かすデザイン

を展示レクチャーする講座です。

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
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 
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
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 
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
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 
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

眉美人はメイク上手
～眉で「印象」が変わる簡単メイク術～

【全2回】
全ての方 5/25（月） 19:30～

21:30
資生堂美容室
西出 智絵 氏 ￥6,600全2回

セット
眉を変えるとイメージが変わる。メイク解説とデモンストレー
ション実習で簡単に印象を変えられます。

SAPPORO 2020 SEMINAR SCHEDULE

OTHERS 2020 SEMINAR SCHEDULE

単価UPを実現する 
最新トレンドデザイン 

× BOLLEY BOLLEY ②【全2回】
スタイリスト 11/18（水） 19:30～

22:00
BOLLEY BOLLEY
鈴木 英樹 氏 別途案内全2回

セット
BOLLEYBOLLEY鈴木氏が教えるカットセミナー。明日か
ら使えるトレンドスタイルと提案力を身につけて売上UP！

眉美人はメイク上手
～眉で「印象」が変わる簡単メイク術～

【全2回】
全ての方 6/22（月） 19:30～

21:30
資生堂美容室
西出 智絵 氏 ￥6,600全2回

セット
眉を変えるとイメージが変わる。メイク解説とデモンストレー
ション実習で簡単に印象を変えられます。

カラーテクニカルコース①
【全3回】 全ての方 3/26（木） 20:00～Z SALON 小野 恵一 氏 /

各メーカー インストラクター ￥3,300全3回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、カット展開図に合わせた
ホイルワークテクニック、失敗しない鉄板カラーレシピ、が
セットになったお得なコース。

カラーテクニカルコース②
【全3回】 全ての方 5/21（木） 20:00～

22:00
Z SALON 小野 恵一 氏 /
各メーカー インストラクター ￥3,300全3回

セット
カラー知識から紐解くブリーチ学、カット展開図に合わせた
ホイルワークテクニック、失敗しない鉄板カラーレシピ、が
セットになったお得なコース。

カラーテクニカルコース③
【全3回】 全ての方 7/9（木） 20:00～

22:00
Z SALON 小野 恵一 氏 /
各メーカー インストラクター ￥3,300全3回

セット
カラー知識から紐解くブリーチ学、カット展開図に合わせた
ホイルワークテクニック、失敗しない鉄板カラーレシピ、が
セットになったお得なコース。

カラー知識から紐解くブリーチ学 
× Z SALON 全ての方 3/26（木） 20:00～Z SALON

小野 恵一 氏 ￥2,200
カラーの色彩学と色相学を学び、ブリーチに必要な知識を身
に付けていきます。ブリーチベースでその後の色の出し方が
変わってきます。

 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

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。

クリエイションセミナー
「デザインとカット」 × U-YU／orga

【全5回】
初級、中級者 U-YU 山下 大器 氏／

orga 森 祐仁 氏 ￥33,000全5回
セット

クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトー
タルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融合したことに
より「デザインカット」を学べます。【1Day ベーシックカット① 
ip300使用】【2Day ベーシックカット② ip300使用】【3Day 
デザイン基礎】【4Day デザインカット ip500使用】【ウィック
撮影5Day 撮影（個別申込枠あり）モデル必須】

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!

HDC WINDING 
CONTEST申込者

ウエラ
インストラクター ￥1,320

HDC WINDING CONTESTに向けた勉強会。審査方法、
審査基準の確認や、ゴムがけ、スピードアップや正確な動作
のポイントを学びます。

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。

デザインとカット
「似合せの法則 × ベーシックカット」 

× orga／U-YU【全4回】
初級、中級者 orga 森 祐仁 氏／

U-YU 山下 大器 氏 ￥27,500全4回
セット

クリエイション「似合せの法則」からベーシックカットまでトータ
ルで学ぶコラボセミナー! 定評のセミナーを融合したことにより
「デザインカット」を学べます。【1Day ベーシックカット① 
ip300使用】【2Day ベーシックカット②  ip300使用】【3Day 
デザイン基礎】【4Day デザインカット ip500使用】【ウィック
撮影5Day 撮影モデル必須（希望者は別途個別申込）】

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

単価UPを実現する 
最新トレンドデザイン 

× BOLLEY BOLLEY【全2回】
スタイリスト～ BOLLEY BOLLEY

鈴木 英樹 氏 別途案内全2回
セット

BOLLEYBOLLEY鈴木氏が教えるカットセミナー。明日か
ら使えるトレンドスタイルと提案力を身につけて売上UP！

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

カラーテクニカルコース
【全3回】

全ての方

Z SALON 
小野 恵一 氏 /
各メーカー 

インストラクター

￥3,300全3回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、カット展開図に合わせた
ホイルワークテクニック、失敗しない鉄板カラーレシピ、が
セットになったお得なコース。

CUT ACADEMY
「デザイン授業編」

初級、中級者

NOEMS HAIR 
河田 俊 氏 /
zero hair 
蓑島 竜二 氏

（ HAIR SPACE COURAGE ）寒藤 光平 氏

各￥5,500
CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」のデザイン単
体授業、女性像を題材にカット技術を高めるカット実技単発
授業です。

CUT ACADEMY
「ベーシック × デザイン」

【全6回】
初級、中級者

NOEMS HAIR 
河田 俊 氏 /
zero hair 
蓑島 竜二 氏

￥22,000全6回
セット

ベーシック「グラデーションパターン」を学び、女性像を題材
にカット技術を高める講座を集めたトータルカット授業です。
それぞれの申込可能。メイン講師「ベーシック」4/2・4/23・
5/21 河田氏「デザイン」6/18・7/2 蓑島氏・寒藤氏7/22 
河田氏・寒藤氏

ブリーチ&ハイトーン
マスターコース【全5回】

全ての方

Z SALON
小野 恵一 氏 / 
SWAN sapporo
白鳥 二志 氏

￥8,800全5回
セット

カラー知識から紐解くブリーチ学、ハイトーンデザインカ
ラーの魅力Ⅰ、ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ、がセットに
なったお得なコース。

基礎育成技術
カラーテクニック【全2回】

新人、初級者～ ルベル
インストラクター ￥2,200全2回

セット
基本的なカラー知識～カラー塗布技術までを学ぶ基礎講
座。午前中のセミナーとなります。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ 
× Z SALON【全2回】

全ての方 Z SALON
小野 恵一 氏 ￥4,400全2回

セット
黒髪からのデザインカラーや、グレイデザインカラーセミ
ナー。ブリーチからのカラーデザイン展開を学びます。

ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ
 × SWAN sapporo【全2回】

全ての方 SWAN sapporo
白鳥 二志 氏 ￥4,400全2回

セット
黒髪からのデザインカラー、ブリーチとデザインの融合。グ
ラデーション、バレイヤージュなどの現代カラーの必須テク
ニックを学ぶ。

カラーアカデミー【全2回】 全ての方 ミルボン
インストラクター ￥2,200全2回

セット
バレイヤージュ、グラデーションなどのデザインカラーテク
ニックの習得。セミナー受講後、ディプロマ配布。

 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

基礎育成ベーシックコース
【全4回】

新人、初級者～ 各メーカー
インストラクター ￥3,300全4回

セット
基礎育成技術カラーテクニック、基礎育成技術パーマスキル
ワーク、性格診断&マナー会話術がセットになったお得なコー
スです。

サロンバリエーションコース
【全4回】

全ての方 各メーカー
インストラクター ￥3,300全4回

セット
性格診断&マナー会話術、カラーアカデミー、育毛を真剣に
考える、がセットになったお得なセミナー

眉美人はメイク上手
～眉で「印象」が変わる簡単メイク術～

【全2回】
全ての方 資生堂美容室

西出 智絵 氏 ￥6,600全2回
セット

眉を変えるとイメージが変わる。メイク解説とデモンストレー
ション実習で簡単に印象を変えられます。

アップスタイルセミナー ×
Atelier ma'am【全2回】

全ての方 Atelier ma'am 
富井 孝子 氏 ￥12,100全2回

セット
人気のアップセミナー。「パーティー」などに応用できるスタ
イルをテーマに基礎も含め学ぶコースです。

サロン実践への道
ラポール心理学&スパニストセミナー

【全2回】
全ての方 ハホニコ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

ラポール心理学をはじめ、実践ヘッドスパに必要なカウンセ
リング～バリ式マッサージ技術までをトータル学べるスパセ
ミナー。セミナー受講後、ディプロマ配布されます。

ヘッドスパテクニカルコース
【全3回】

全ての方 各メーカー
インストラクター ￥3,850全3回

セット
サロン実践への道 ラポール心理学&スパニスト、育毛を真
剣に考える、がセットになったお得なコース

「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。

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。

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

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！？

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。

苫小牧

函館

北見

帯広

釧路

旭川

旭川

帯広

函館

函館

函館

旭川

旭川


