
※祝日法の改正などにより、祝日・休日、またその名称が変更になることがあります。

※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。

札幌 マネジメント 七つの習慣①【全3回】 講師／フランクリン・コヴィ・ジャパン 
加藤 純一 氏2/17（月）9:00～17:00 全3回セット¥110,000

札幌 マネジメント 七つの習慣②【全3回】 講師／フランクリン・コヴィ・ジャパン 
加藤 純一 氏2/18（火）9:00～17:00 全3回セット¥110,000

札幌 マネジメント 七つの習慣③【全3回】 講師／フランクリン・コヴィ・ジャパン 
加藤 純一 氏2/19（水）9:00～16:00 全3回セット¥110,000

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

帯広 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio ①【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏2/4（火）13:00～17:00 全2回セット ¥9,350

札幌 サービス・コミュニケーション SNS＆フォトジェニックスタイル最前線 
× NORA journey 阿形 聡美 講師／NORA journey 阿形 聡美 氏3/4（水）19:00～22:00 ¥3,300

旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅰ × 松山 優介 in 旭川 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏3/9（月）9:00～19:00 ¥38,500
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day1 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏3/10（火）9:00～19:00 ¥38,500
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day2 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏3/11（水）9:00～19:00 ¥38,500
北見 カラー バレイヤージュテクニカルセミナー 講師／Z SALON 小野 恵一 氏3/16（月）19:00～21:30 ¥3,300
札幌 クリエイション 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】
講師／U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏3/17（火）10:00～15:00 全5回セット ¥33,000

札幌 カット 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】

講師／orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏3/17（火）10:00～15:00 全4回セット ¥27,500

苫小牧 クリエイション Tierra studio live in 苫小牧 講師／Tierra 三笠 竜哉 氏3/17（火）13:00～16:00 ¥3,300
札幌 サービス・コミュニケーション 「色彩＋素材＋似合う＋好み」スタイリングマップ①【全3回】

講師／日本ファッションスタイリスト
協会 あいざわ あゆみ氏3/18（水）19:30～22:00 全3回セット ¥5,500

釧路 カラー バレイヤージュテクニカルセミナー 講師／Z SALON 小野 恵一 氏3/23（月）19:00～21:00 ¥3,300
札幌 クリエイション STUDIO CREATION LIVE 2020 ×

NUMBER NINE 吉田将 講師／NUMBER NINE 吉田 将 氏3/24（火） ¥3,300
北見 カット 基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga ①

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏3/24（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800

函館 クリエイション CREATION STUDIO LIVE ×  DaB 講師／DaB 河原木 佑弥 氏3/17（火）19:00～21:00 別途案内

札幌 カラー カラー知識から紐解くブリーチ学 × Z SALON 講師／Z SALON 小野 恵一 氏3/26（木）20:00～ ¥2,200
札幌 カラー ブリーチ&ハイトーンマスターコース①【全5回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏3/26（木）20:00～ 全5回セット ¥8,800
札幌 カラー カラーテクニカルコース①【全3回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏3/26（木）20:00～ 全3回セット ¥3,300

札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」①
【全6回】

講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 
/ zero hair 蓑島 竜二 氏4/2（木）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

北見 フォトシューティング ヘアメイク研究室 × WORLD LOVE ①【全3回】 講師／WORLD LOVE 
松永 麻衣子 氏4/6（月）19:00～21:00 全3回セット ¥16,500

札幌 知識・教養 第17回 北海道ガモウ大学講座①【全2回】 講師／①コシノ ジュンコ 氏4/7（火）13:30～16:00 全2回セット ¥8,250
札幌 カット PEEK-A-BOO CUT&BLOW①【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏4/7（火）8:30～11:30 全2回セット ¥46,200
釧路 パーマ 縮毛矯正によるアイロン操作レベルアップセミナー 講師／サニープレイス インストラクター4/8（水）19:00～21:00 ¥1,650
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター初級育成セミナー【春】 講師／ガモウ北海道 認定講師4/9（木）20:00～22:00 ¥1,320
苫小牧 カラー トレンドカラー春夏 講師／ウエラ インストラクター4/9（木）19:30～21:00 ¥1,650
北見 クリエイション CREATOR'S LIVE × Gratii 講師／Gratii 大更 章文 氏4/13（月）19:00～21:00 ¥3,300

札幌 フォトシューティング 撮影会 Ⅱ × 野村 新吾 講師／フォトグラファー 野村 新吾 氏4/14（火）10:00～19:00 ¥19,800
札幌 その他  アリミノ  カットデザインスクール①【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 町田 氏4/14（火）13:00～16:30 全2回セット別途案内

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹①
【全5回】

講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏4/14（火）11:00～17:00 全5回セット ¥66,000

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹① 講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏4/14（火）11:00～17:00 ¥15,400

北見 カラー 新領域の白髪染めセミナー 講師／サニープレイス インストラクター4/15（水）19:00～21:00 ¥1,650

釧路 クリエイション CREATOR'S LIVE × Cocoon 講師／Cocoon VAN 氏4月予定 19:00～21:00 別途案内

札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター中級育成セミナー【春】 講師／ガモウ北海道 認定講師4/16（木）20:00～22:00 ¥2,200
札幌 サービス・コミュニケーション 「色彩＋素材＋似合う＋好み」スタイリングマップ②【全3回】

講師／日本ファッションスタイリスト
協会 あいざわ あゆみ氏4/16（木）19:30～22:00 全3回セット ¥5,500

旭川 カラー ブリーチテクニックセミナー 講師／Z SALON 小野 恵一 氏4/16（木）19:00～ ¥2,200
旭川 カラー 複合カラーテクニック①【全2回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏4/16（木）19:00～ 全2回セット ¥3,300
函館 パーマ パーマデザインセミナー 講師／ナンバースリー インストラクター4/16（木）19:00～21:00 ¥1,650
旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅱ × 照屋 寛倖 in 旭川【Day1】 講師／in chelsea 代表 照屋 寛倖 氏4/20（月）9:00～19:00 ¥44,000
苫小牧 コンベンション 合同情報交換会 in 苫小牧4/20（月） ¥1,650
札幌 クリエイション 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】
講師／U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏4/21（火）10:00～15:00 全5回セット ¥33,000

札幌 カット 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】

講師／orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏4/21（火）10:00～15:00 全4回セット ¥27,500

札幌 カラー ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ × Z SALON①
【全2回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏4/21（火）13:00～ 全2回セット ¥4,400

札幌 カラー ブリーチ&ハイトーンマスターコース②【全5回】 講師／Z SALON小野 恵一 氏4/21（火）13:00～ 全5回セット ¥8,800
旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅱ × 照屋 寛倖 in 旭川【Day2】 講師／in chelsea 代表 照屋 寛倖 氏4/21（火）9:00～13:00 ¥44,000
伊達 コンベンション 合同情報交換会 in 伊達4/21（火） ¥1,650
札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」②

【全6回】
講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 
/ zero hair 蓑島 竜二 氏4/23（木）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

釧路 カラー シーズントレンドカラー【春夏編】 講師／ウェラ インストラクター4/23（木）19:00～21:00 ¥1,650
函館 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスタープライマリー初級育成セミナー【春】 講師／デミ  インストラクター4/23（木）18:00～20:00 ¥1,320
函館 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスターミドル中級育成セミナー【春】 講師／デミ  インストラクター4/23（木）20:00～22:00 ¥2,200
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day3 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏4/27（月）9:00～19:00 ¥38,500
釧路 カラー とことんブリーチ①【全2回】 講師／ルベル 外部講師4/27（月）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day4 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏4/28（火）9:00～19:00 ¥38,500

北見 カット 基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga ②
【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏4/28（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800

帯広 サービス・コミュニケーション 性格診断&マナーセミナー会話術 講師／ビューティーエクスペリエンス 
インストラクター4/30（木）19:00～21:30 ¥1,100

苫小牧 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪をつくる ! 大人世代の頭皮ケア 講師／アモロス インストラクター5/7（木）19:30～21:00 ¥1,650
北見 フォトシューティング ヘアメイク研究室 × WORLD LOVE ②【全3回】 講師／WORLD LOVE 

松永 麻衣子 氏5/11（月）19:00～21:00 全3回セット ¥16,500

札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永 英樹①【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏5/12（火）10:30～16:30 全3回セット ¥40,700

旭川 カット メンズに支持されるカット&フィニッシュワーク【実技】講師／クラシエ 外部講師11/17（火）13:00～16:00 ¥4,400

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹②
【全5回】

講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏5/12（火）11:00～17:00 全5回セット ¥66,000

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹② 講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏5/12（火）11:00～17:00 ¥15,400

苫小牧 カット BASIC CUT SEMINAR × URN ①【全2回】 講師／URN hair 寺下 真生 氏5/12（火）13:00～16:00 全2回セット ¥11,000
北見 カラー ヘアカラーマスターコース①【全5回】 講師／ウエラ インストラクター5/13（水）19:00～21:00 全5回セット ¥7,150
北見 カラー ヘアカラートレンドデザイン 春 講師／ウエラ インストラクター5/13（水）19:00～21:00 ¥1,650
帯広 サービス・コミュニケーション お客様心理から学ぶカウンセリング講座 講師／ナプラ インストラクター5/14（木）19:00～21:00 ¥1,100
旭川 カラー ハイトーンカラーセミナー 講師／Z SALON 小野 恵一 氏5/14（木）19:00～ ¥2,200
旭川 カラー 複合カラーテクニック②【全2回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏5/14（木）19:00～ 全2回セット ¥3,300
釧路 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪をつくる ! 大人世代の頭皮ケア 講師／アモロス インストラクター5/14（木）19:00～21:00 ¥1,650
函館 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー①

【全2回】 講師／アリミノ インストラクター5/15（金）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750
函館 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー① 講師／アリミノ インストラクター5/15（金）19:00～21:00 ¥1,650
北見 コンベンション 合同情報交換会 in 北見5/18（月） ¥1,650
帯広 フォトシューティング 撮影会Ⅱ × 松山 優介 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏5/18（月）10:00～ ¥38,500
釧路 カラー とことんブリーチ②【全2回】 講師／ルベル 外部講師5/18（月）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
札幌 クリエイション 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】
講師／U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏5/19（火）10:00～18:00 全5回セット ¥33,000

札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day5 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏5/19（火）9:00～19:00 ¥38,500
札幌 カット 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】
講師／orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏5/19（火）10:00～18:00 全4回セット ¥27,500

旭川 コンベンション 合同情報交換会 in 旭川5/19（火） ¥1,650
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介 Day6 講師／フォトグラファー 松山 優介 氏5/20（水）9:00～19:00 ¥38,500
札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」③

【全6回】
講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 
/ zero hair 蓑島 竜二 氏5/21（木）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

札幌 カラー カット展開図に合わせたホイルワークテクニック 講師／ホーユー インストラクター5/21（木）20:00～22:00 ¥1,100
札幌 カラー カラーテクニカルコース②【全3回】 講師／各メーカー インストラクター5/21（木）20:00～22:00 全3回セット ¥3,300
帯広 カラー 次世代グレイカラー ①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター5/21（木）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
釧路 パーマ 輝髪ストレートテクニックセミナー 講師／サニープレイス インストラクター5/21（木）19:00～21:00 ¥1,650
苫小牧 カラー カラー基礎理論 講師／ナプラ インストラクター5/21（木）19:30～21:00 ¥1,650
旭川 サービス・コミュニケーション 性格診断・会話術 講師／ビューティーエクスペリエンス 

インストラクター5/22（金）19:00～ ¥1,100

札幌 フォトシューティング 撮影会 Ⅴ × 井関 雅也 講師／フォトグラファー 井関 雅也 氏6/23（火）10:00～19:00 ¥38,500

札幌 カラー ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ × Z SALON②
【全2回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏5/26（火）13:00～ 全2回セット ¥4,400

札幌 カラー ブリーチ&ハイトーンマスターコース③【全5回】 講師／Z SALON 小野 恵一 氏5/26（火）13:00～ 全5回セット ¥8,800
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　プライマリー【春】5/26（火） ¥3,300
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　ミドル【春】5/26（火） ¥3,300
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　マイスター2次【春】5/26（火） ¥7,700
札幌 その他  資生堂  ブリーチマスターセミナー ティーチイン（AM）5/26（火）10:00～12:00 ¥3,000
札幌 その他  資生堂  ブリーチマスターセミナー ワークショップ（終日）5/26（火）10:00～17:00 ¥6,000

北見 カット 基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga ③
【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏5/26（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800

帯広 カット カット&ブローアカデミー by PEEK-A-BOO①
【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏5/26（火）12:30～16:00 全3回セット ¥49,500

釧路 カット ミセスの為のカット&ブローテクニックセミナー × SWITCH 講師／SWITCH 渡邊 将人 氏5/26（火）13:00～16:00 ¥5,500
函館 カット Copy Cut Competition 講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏5/26（火）13:00～16:00 ¥2,200

函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair 【前期①】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏5/27（水）19:00～21:00 ¥2,200

北見 パーマ パーマが得意になる ! ①【全3回】 講師／各メーカー インストラクター5/27（水）19:00～21:00 全3回セット ¥4,400
北見 パーマ アイロン操作プロフェッショナル 講師／サニープレイス インストラクター5/27（水）19:00～21:00 ¥1,650
函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair ①

【前期 全2回】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏5/27（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,850

札幌 サービス・コミュニケーション 「色彩＋素材＋似合う＋好み」スタイリングマップ③【全3回】
講師／日本ファッションスタイリスト
協会 あいざわ あゆみ氏5/28（木）19:30～22:00 全3回セット ¥5,500

北見 フォトシューティング ヘアメイク研究室 × WORLD LOVE ③【全3回】 講師／WORLD LOVE 
松永 麻衣子 氏6/1（月）10:00～18:00 全3回セット ¥16,500

旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅲ × 野村 新吾 in 旭川【春 Day1】 講師／フォトグラファー 野村 新吾 氏6/1（月）13:00～19:00 ¥20,350
札幌 フォトシューティング 撮影会 Ⅳ × 岡本 卓也 講師／フォトグラファー 岡本 卓也 氏6/2（火）10:00～19:00 ¥25,300

千歳 カット Design Cut Seminar × orga in 千歳 講師／orga 森 祐仁 氏6/30（火）13:00～17:00 ¥11,000

札幌 その他 基礎育成ベーシックコース ①【全4回】 講師／各メーカー インストラクター6/4（木）10:00～12:00 全4回セット ¥3,300
旭川 フォトシューティング カメラのセッティングと使い方講座 講師／ビューティーエクスペリエンス 

インストラクター6/4（木）19:00～21:30 ¥1,650
苫小牧 カラー 次世代グレイカラー ①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター6/4（木）19:30～21:00 全2回セット ¥3,300
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　1級試験【春】6/8（月） 別途案内
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　2級試験【春】6/8（月） 別途案内
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　3級試験【春】6/8（月） 別途案内

札幌 HDC HDC WINDING BASIC Ⅰ 講師／ウエラ インストラクター6/9（火）13:00～16:00 ¥1,320
札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永 英樹②【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏6/9（火）10:30～16:30 全3回セット ¥40,700
札幌 その他  アリミノ  カットデザインスクール②【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 町田 氏6/9（火）13:00～16:30 全2回セット別途案内
北見 サービス・コミュニケーション ニュースタッフマナー研修 講師／ナプラ インストラクター6/9（火）10:00～12:00 ¥1,650
釧路 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 

× Atelier ma'am ①【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏6/9（火）10:00～14:00 全3回セット ¥19,800
函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹③

【全5回】
講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏6/9（火）11:00～17:00 全5回セット ¥66,000

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹③ 講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏6/9（火）11:00～17:00 ¥15,400

苫小牧 カラー SWAN流！ブリーチデザイン塾 講師／SWAN sapporo
白鳥 二志 氏6/9（火）13:00～ 別途案内

帯広 パーマ デジタルパーマを学ぼう 講師／ナプラ インストラクター6/11（木）19:00～21:30 ¥1,650
帯広 パーマ パーマメニュー活性化パック ①【全2回】 講師／各メーカー インストラクター6/11（木）19:00～21:30 全2回セット ¥2,750
旭川 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪をつくる ! オトナ世代の頭皮ケア 講師／アモロス インストラクター6/11（木）19:00～ ¥1,100
函館 知識・教養 いま育毛を考える 講師／資生堂 インストラクター6/11（木）19:00～21:00 ¥1,650
札幌 クリエイション 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】
講師／U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏6/16（火）10:00～17:00 全5回セット ¥33,000

札幌 カット 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】

講師／orga 森 祐仁 氏／
U-YU 山下 大器 氏6/16（火）10:00～17:00 全4回セット ¥27,500

札幌 カラー ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ 
× SWAN sapporo ①【全2回】

講師／SWAN sapporo
白鳥 二志 氏6/16（火）13:00～ 全2回セット ¥4,400

札幌 カラー ブリーチ&ハイトーンマスターコース④【全5回】 講師／SWAN sapporo 白鳥 二志 氏6/16（火）13:00～ 全5回セット ¥8,800

室蘭 クリエイション CREATION & PHOTO 基本編 × ARTISM in 室蘭 講師／ARTISM MIHO 氏6/16（火）10:00～15:00 別途案内
北見 カラー ヘアカラーマスターコース②【全5回】 講師／ウエラ インストラクター6/17（水）19:00～21:00 全5回セット ¥7,150
北見 カラー ダブルカラーテクニカルセミナー①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター6/17（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」④

【全6回】
講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 / zero hair 蓑島 竜二 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）6/18（木）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

札幌 カット CUT ACADEMY「デザイン授業編」【vol.1】 講師／zero hair 蓑島 竜二 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）6/18（木）19:30～22:00 ¥5,500

苫小牧 パーマ パーマ基礎理論 講師／ナプラ インストラクター6/18（木）19:30～21:00 ¥1,650
函館 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー②

【全2回】 講師／アリミノ インストラクター6/19（金）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750
函館 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー② 講師／アリミノ インストラクター6/19（金）19:00～21:00 ¥1,650

札幌 HDC HDC WINDING BASIC Ⅱ 講師／ウエラ インストラクター6/23（火）13:00～16:00 ¥1,320

北見 カラー ダブルカラープロフェッショナルコース①【全2回】 講師／ルベル 外部講師6/23（火）10:00～16:00 全2回セット ¥11,000

帯広 フォトシューティング 撮影会Ⅰ × 井関 雅也 講師／フォトグラファー 井関 雅也 氏3/17（火）10:00～ ¥38,500

旭川 HDC HDC WINDING BASIC 講師／ビューティーエクスペリエンス 
インストラクター6/23（火）13:00～17:00 ¥1,320

釧路 カット 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 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏6/23（火）13:00～16:00 ¥19,800

苫小牧 カット BASIC CUT SEMINAR × URN ②【全2回】 講師／URN hair 寺下 真生 氏6/23（火）13:00～16:00 全2回セット ¥11,000
函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair ②

【前期 全2回】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏6/24（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,850
函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair 【前期②】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏6/24（水）19:00～21:00 ¥2,200
札幌 カラー 基礎育成技術カラーテクニック②【全2回】 講師／ルベル インストラクター6/25（木）10:00～12:00 全2回セット ¥2,200
札幌 その他 基礎育成ベーシックコース ②【全4回】 講師／各メーカー インストラクター6/25（木）10:00～12:00 全4回セット ¥3,300
北見 知識・教養 パーフェクトヘアケア学 講師／ミルボン インストラクター6/25（木）19:00～21:00 ¥1,650
帯広 フォトシューティング これからはじめるカメラの使い方 講師／ビューティーエクスペリエンス 

インストラクター6/25（木）19:00～21:30 ¥1,650
旭川 カラー 次世代グレイカラー①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター6/25（木）19:00～21:30 全2回セット ¥3,300

札幌 クリエイション Design Research × Logy ①【全2回】 講師／株式会社 Logy6/30（火）14:00～17:30 全2回セット ¥28,600
札幌 カット PEEK-A-BOO CUT&BLOW②【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏6/30（火）8:30～11:30 全2回セット ¥46,200
札幌 その他  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 講師／heel6/30（火）12:00～15:00 ¥3,000
帯広 カット カット&ブローアカデミー by PEEK-A-BOO②

【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏6/30（火）12:30～16:00 全3回セット ¥49,500
釧路 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 

× Atelier ma'am ②【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏6/30（火）10:00～14:00 全3回セット ¥19,800

札幌 HDC HDC WINDING BASIC Ⅲ 講師／ウエラ インストラクター7/2（木）20:00～ ¥1,320
札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」⑤

【全6回】
講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 / zero hair 蓑島 竜二 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）7/2（木）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

札幌 カット CUT ACADEMY「デザイン授業編」【vol.2】 講師／zero hair 蓑島 竜二 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）7/2（木）19:30～22:00 ¥5,500

苫小牧 カラー 次世代グレイカラー ②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター7/2（木）19:30～21:00 全2回セット ¥3,300

函館 着付・セットアップ あれんじすたいる2020 × かあこ 講師／SOHO／ヨハコ かあこ 氏7/6（月） 別途案内
札幌 知識・教養 第17回 北海道ガモウ大学講座②【全2回】 講師／②悠以 氏7/7（火）13:30～16:00 全2回セット ¥8,250
北見 ヘア・頭皮ケア スパニスト育成講座②【全4回】 講師／資生堂 インストラクター7/7（火）10:00～12:00 全4回セット ¥5,500
北見 カラー ヘアカラーマスターコース③【全5回】 講師／ウエラ インストラクター7/8（水）19:00～21:00 全5回セット ¥7,150
北見 カラー ダブルカラーテクニカルセミナー②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター7/8（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
苫小牧 カラー ブリーチデザイン塾~実習編 講師／ミルボン インストラクター7/8（水）19:30～21:00 別途案内
札幌 カラー 失敗しない鉄板カラーレシピ術 講師／資生堂 インストラクター7/9（木）20:00～22:00 ¥1,100
札幌 カラー カラーテクニカルコース③【全3回】 講師／各メーカー インストラクター7/9（木）20:00～22:00 全3回セット ¥3,300
帯広 HDC HDC WINDING BASIC 講師／ミルボン インストラクター7/9（木）19:00～21:30 ¥1,320
旭川 カラー 次世代グレイカラー②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター7/9（木）19:00～21:30 全2回セット ¥3,300
函館 HDC HDC WINDING BASIC①【全2回】 講師／アリミノ インストラクター7/10（金）19:00～21:30 全2回セット ¥2,200
函館 HDC HDC WINDING BASIC① 講師／アリミノ インストラクター7/10（金）19:00～21:30 ¥1,320
札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永 英樹③【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏7/14（火）10:30～16:30 全3回セット ¥40,700
札幌 カラー ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅱ 

× SWAN sapporo ②【全2回】
講師／SWAN sapporo
白鳥 二志 氏7/14（火）13:00～ 全2回セット ¥4,400

札幌 カラー ブリーチ&ハイトーンマスターコース⑤【全5回】 講師／SWAN sapporo 白鳥 二志 氏7/14（火）13:00～ 全5回セット ¥8,800
札幌 その他  アリミノ  毛先だけパーマ提案 講師／SHEA代表 坂狩 氏7/14（火）13:00～ 別途案内
北見 カラー ダブルカラープロフェッショナルコース②【全2回】 講師／ルベル 外部講師7/14（火）10:00～16:00 全2回セット ¥11,000
帯広 カット 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】 講師／クラシエ 外部講師7/14（火）11:00～13:00 全2回セット ¥6,050
帯広 カット メンズに支持されるカット&フィニッシュワーク【展示】 講師／クラシエ 外部講師7/14（火）11:00～13:00 ¥2,200

旭川 カラー ブリーチデザインカラー × SWAN sapporo 講師／SWAN sapporo
白鳥 二志 氏7/21（火）予定 ¥2,200

旭川 カラー トレンドカラーデザインスクール ①【全3回】 講師／SWAN sapporo 
白鳥 二志 氏7/21（火）予定 全3回セット ¥4,400

釧路 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 
× Atelier ma'am ③【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏7/14（火）10:00～14:00 全3回セット ¥19,800

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹④
【全5回】

講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏7/14（火）11:00～17:00 全5回セット ¥66,000

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹④ 講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏7/14（火）11:00～17:00 ¥15,400

苫小牧 クリエイション ゼロから始めるエンジョイフォトセミナー ①【全2回】講師／ビューティーエクスペリエンス 
インストラクター7/14（火）13:00～16:00 全2回セット ¥3,300

札幌 パーマ 基礎育成技術パーマスキルワーク 講師／ナンバースリー インストラクター7/16（木）10:00～12:00 ¥1,100
札幌 その他 基礎育成ベーシックコース ③【全4回】 講師／各メーカー インストラクター7/16（木）10:00～12:00 全4回セット ¥3,300

帯広 パーマ パーマメニュー活性化パック ②【全2回】 講師／各メーカー インストラクター8/28（金）19:00～21:30 全2回セット ¥2,750

釧路 パーマ 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～ 講師／ナンバースリー インストラクター7/16（木）19:00～21:00 ¥1,650

函館 サービス・コミュニケーション 性格診断・会話術 講師／ビューティーエクスペリエンス 
インストラクター7/16（木）19:00～21:00 ¥1,650

札幌 HDC HDC WINDING 虎の巻 講師／廣部美粧院 廣部 憲 氏、
BUONO HAIR 浜辺 海斗氏7/21（火） ¥3,300

札幌 メイク gem メイクアップアカデミー ベーシック①【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏7/21（火）10:00～13:30 全4回セット ¥66,000
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー アドバンス①【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏7/21（火）14:30～18:30 全4回セット ¥77,000

北見 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 
× Atelier ma'am ①【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏7/21（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800

帯広 カット カット&ブローアカデミー by PEEK-A-BOO③
【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏7/21（火）12:30～16:00 全3回セット ¥49,500

札幌 カット CUT ACADEMY「ベーシック × デザイン」⑥
【全6回】

講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏 / zero hair 蓑島 竜二 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）7/22（水）19:30～22:00 全6回セット ¥22,000

札幌 カット CUT ACADEMY「デザイン授業編」【vol.3】 講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏
（HAIR SPACE COURAGE 寒藤 光平 氏）7/22（水）19:30～22:00 ¥5,500

北見 HDC HDC WINDING BASIC 講師／ビューティーエクスペリエンス 
インストラクター7/22（水）19:00～22:00 ¥1,320

北見 カット カットテクニック アドバンス × zero hair 講師／zero hair 蓑島 竜二 氏7/28（火）10:00～14:00 ¥5,500
函館 カット カットスクール ブロー&フィニッシング ×

髪結ぃや ①【全2回】 講師／髪結ぃや 坂本 ゆみ 氏7/28（火）13:00～16:00 全2回セット ¥13,200
函館 カット カットスクール ブロー&フィニッシング ×

髪結ぃや ① 講師／髪結ぃや 坂本 ゆみ 氏7/28（火）13:00～16:00 ¥8,250
北見 パーマ パーマが得意になる ! ②【全3回】 講師／各メーカー インストラクター7/29（水）19:00～21:00 全3回セット ¥4,400
北見 パーマ パーマケミカル基礎理論 講師／アリミノ インストラクター7/29（水）19:00～21:00 ¥1,650
北見 ヘア・頭皮ケア スパニスト育成講座③【全4回】 講師／資生堂 インストラクター8/4（火）10:00～12:00 全4回セット ¥5,500
釧路 カラー カラーコントロールの基本講座 講師／アリミノ インストラクター8/5（水）19:00～21:00 ¥1,650
旭川 パーマ パーマベーシック 講師／ナプラ インストラクター8/6（木）19:00～ ¥1,100
釧路 その他 美容医療セミナー 講師／自由が丘クリニック

インストラクター8/6（木）19:00～21:00 ¥3,850

北見 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 
× Atelier ma'am ②【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏8/11（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800

帯広 カラー ブリーチデザインアカデミー ～ベースの基本編～ 講師／シュワルツコフ インストラクター3月予定 別途案内
帯広 カラー ブリーチデザインアカデミー①【全2回】 講師／シュワルツコフ インストラクター3月予定 全2回セット別途案内

札幌 クリエイション 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】

講師／U-YU 山下 大器 氏／
orga 森 祐仁 氏8/11（火）10:00～ 全5回セット ¥33,000

札幌 クリエイション クリエイションセミナー「撮影」 × U-YU【特別編】 講師／U-YU 山下 大器 氏8/11（火）10:00～ ¥14,300

帯広 カット カットデザインセミナー × 綿久楽 ①【全3回】 講師／綿久楽 山梨 智枝 氏8/18（火）12:00～17:00 全3回セット ¥19,800
北見 カラー ヘアカラーマスターコース④【全5回】 講師／ウエラ インストラクター8/20（木）19:00～21:00 全5回セット ¥7,150
北見 カラー 今日から始めるパーソナルカラー 講師／ウエラ インストラクター8/20（木）19:00～21:00 ¥1,650
旭川 カラー ハイトーンカラーアカデミー × ミルボン ①

【全2回】 講師／ミルボン インストラクター8/21（金）19:00～21:30 全2回セット ¥3,300
旭川 カラー トレンドカラーデザインスクール ②【全3回】 講師／ミルボン インストラクター8/21（金）19:00～21:30 全3回セット ¥4,400

札幌 その他 サロンバリエーションコース ①【全4回】 講師／各メーカー インストラクター8/25（火）13:00～16:00 全4回セット ¥3,300
北見 着付・セットアップ 「和装」アップスタイル完全習得セミナー 

× Atelier ma'am ③【全3回】 講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏8/25（火）10:00～16:00 全3回セット ¥19,800
帯広 カット 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】 講師／クラシエ 外部講師8/25（火）11:00～16:00 全2回セット ¥6,050
帯広 カット メンズに支持されるカット&フィニッシュワーク【実技】 講師／クラシエ 外部講師8/25（火）11:00～16:00 ¥4,400
函館 カット カットスクール ブロー&フィニッシング ×

髪結ぃや ②【全2回】 講師／髪結ぃや 坂本 ゆみ 氏8/25（火）13:00～16:00 全2回セット ¥13,200
函館 カット カットスクール ブロー&フィニッシング ×

髪結ぃや ② 講師／髪結ぃや 坂本 ゆみ 氏8/25（火）13:00～16:00 ¥8,250
北見 パーマ パーマが得意になる ! ③【全3回】 講師／各メーカー インストラクター8/26（水）19:00～21:00 全3回セット ¥4,400
北見 パーマ パーマコントロール～セクションを理解する 講師／アリミノ インストラクター8/26（水）19:00～21:00 ¥1,650
釧路 ヘア・頭皮ケア エイジングヘッドスパ 講師／ナプラ インストラクター8/26（水）19:00～21:00 ¥2,750

帯広 メイク 簡単アイブロウメイクアップセミナー 講師／ウトワ インストラクター6/29（月）19:00～21:00 ¥1,650

帯広 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー 講師／アリミノ インストラクター8/28（金）19:00～21:30 ¥1,650

帯広 カラー ブリーチデザインアカデミー ～GARDEN編～ 講師／GARDEN 河上 紘之 氏4月予定 別途案内

札幌 HDC HHA リアルデザイン部門9/8（火） 別途案内
札幌 HDC HHA クリエイティブデザイン部門9/8（火） 別途案内

北見 パーマ 損傷毛にアタック ! 髪質改善ストレートセミナー 講師／サニープレイス インストラクター9/16（水）19:00～21:00 ¥1,650

根室 カラー 大人のヘアカラー&ブリーチ攻略 in 根室 講師／ルベル 外部講師9/14（月）19:00～21:00 ¥3,300
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー ベーシック②【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏9/15（火）10:00～13:30 全4回セット ¥66,000
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー アドバンス②【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏9/15（火）14:30～18:30 全4回セット ¥77,000

札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター初級育成セミナー【秋】 講師／ガモウ北海道 認定講師9/17（木）20:00～22:00 ¥1,320
苫小牧 クリエイション ゼロから始めるエンジョイフォトセミナー ②【全2回】講師／ビューティーエクスペリエンス 

インストラクター9/17（木）19:30～21:00 全2回セット ¥3,300
旭川 カラー ハイトーンカラーアカデミー × ミルボン ②

【全2回】 講師／ミルボン インストラクター9/18（金）19:00～21:30 全2回セット ¥3,300
旭川 カラー トレンドカラーデザインスクール ③【全3回】 講師／ミルボン インストラクター9/18（金）19:00～21:30 全3回セット ¥4,400

北見 カラー ヘアカラートレンドデザイン 秋 講師／ウエラ インストラクター9/24（木）19:00～21:00 ¥1,650

苫小牧 カラー トレンドカラー秋冬 講師／ウエラ インストラクター9/23（水）19:30～21:00 ¥1,650
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター中級育成セミナー【秋】 講師／ガモウ北海道 認定講師9/24（木）20:00～22:00 ¥2,200
北見 カラー ヘアカラーマスターコース⑤【全5回】 講師／ウエラ インストラクター9/24（木）19:00～21:00 全5回セット ¥7,150

釧路 サービス・コミュニケーション SNS集客術 講師／中野製薬 インストラクター9/24（木）19:00～21:00 ¥1,650
函館 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスタープライマリー初級育成セミナー【秋】 講師／デミ  インストラクター9/24（木）18:00～20:00 ¥1,320
函館 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスターミドル中級育成セミナー【秋】 講師／デミ  インストラクター9/24（木）20:00～22:00 ¥2,200
網走 デザインワーク デザインづくりの考え方セミナー in 網走 講師／ルベル 外部講師9/28（月）19:00～21:00 ¥3,300

札幌 ヘア・頭皮ケア 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】 講師／ハホニコ インストラクター9/29（火）12:00～18:00 全2回セット ¥3,300

札幌 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパテクニカルコース ①【全3回】 講師／各メーカー インストラクター9/29（火）12:00～18:00 全3回セット ¥3,850

帯広 カット カットデザインセミナー × 綿久楽 ②【全3回】 講師／綿久楽 山梨 智枝 氏9/29（火）12:00～17:00 全3回セット ¥19,800
旭川 パーマ 明日から提案したくなるパーマ活性セミナー 講師／アリミノ インストラクター9/29（火）13:00～17:00 ¥2,200
札幌 カラー カラーアカデミー①【全2回】 講師／ミルボン インストラクター10/1（木）20:00～ 全2回セット ¥2,200
札幌 その他 サロンバリエーションコース ②【全4回】 講師／各メーカー インストラクター10/1（木）20:00～ 全4回セット ¥3,300
札幌 クリエイション TREND PERM DESIGN LIVE × HEAVENS 講師／HEAVENS NAO 氏10/6（火） ¥3,850
札幌 着付・セットアップ アップスタイルセミナー × Atelier ma'am①【全2回】講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏10/6（火）10:30～15:30 全2回セット ¥12,100
札幌 コンベンション 第35回 ガモウ北海道ゴルフコンペ10/6（火） 別途案内
札幌 その他  資生堂  ヘアカラーデザインセミナー 講師／MINX10/6（火）12:00～15:00 ¥3,000

帯広 クリエイション STUDIO LIVE × jurk 講師／jurk 沢井 卓也 氏4/28（火）13:00～16:00 ¥3,850

帯広 着付・セットアップ 帯結びセミナー2020 × サロン・ド・ヒロイン 講師／サロン・ド・ヒロイン
菊池 広美 氏10/6（火）10:30～15:30 ¥7,150

室蘭 カット カットベーシック × 綿久楽 in 室蘭 ②【全2回】 講師／綿久楽 山梨 智枝 氏7/14（火）13:00～16:00 全2回セット ¥16,500

北見 知識・教養 育毛事業講座 講師／資生堂 インストラクター10/7（水）19:00～21:00 ¥1,650

釧路 ヘア・頭皮ケア 育毛マスター講座 講師／資生堂 インストラクター10/8（木）19:00～21:00 ¥1,650
苫小牧 マネジメント 店販活性化セミナー 講師／ミルボン インストラクター10/8（木）19:30～21:00 ¥1,650
函館 カット デザインカット × MALUNA ①【全2回】 講師／MALUNA ぴーすけ 氏10/12（月）19:00～21:30 全2回セット ¥13,200
函館 カット デザインカット × MALUNA ① 講師／MALUNA ぴーすけ 氏10/12（月）19:00～21:30 ¥8,250
札幌 クリエイション UR CREATIVE WORLD 講師／Hair Make UR 川島 悦美 氏10/13（火） 別途案内
帯広 カット カットデザインセミナー × 綿久楽 ③【全3回】 講師／綿久楽 山梨 智枝 氏10/13（火）12:00～17:00 全3回セット ¥19,800
北見 カラー ゼロテクを極める 講師／アリミノ インストラクター10/14（水）19:00～21:00 ¥2,200
釧路 カラー シーズントレンドカラー【秋冬編】 講師／ウェラ インストラクター10/15（木）19:00～21:00 ¥1,650
函館 その他 小物見本市10/19（月）17:00～21:00 無料
札幌 ヘア・頭皮ケア 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】 講師／ハホニコ インストラクター10/20（火）12:00～18:00 全2回セット ¥3,300
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパテクニカルコース ②【全3回】 講師／各メーカー インストラクター10/20（火）12:00～18:00 全3回セット ¥3,850

北見 デザインワーク 似合わせ力を向上 !
パーマとカラーのデザインワーク 講師／ルベル 外部講師10/27（火）18:30～21:30 ¥2,750

函館 その他 小物見本市10/20（火）11:00～17:00 無料
札幌 カラー カラーアカデミー②【全2回】 講師／ミルボン インストラクター10/22（木）20:00～ 全2回セット ¥2,200
札幌 その他 サロンバリエーションコース ③【全4回】 講師／各メーカー インストラクター10/22（木）20:00～ 全4回セット ¥3,300
函館 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪づくり 大人世代の頭皮ケア①

【全2回】 講師／アモロス インストラクター10/23（金）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750
函館 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪づくり 大人世代の頭皮ケア① 講師／アモロス インストラクター10/23（金）19:00～21:00 ¥1,650
帯広 コンベンション 合同情報交換会 in 帯広10/26（月） ¥1,650
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー ベーシック③【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏10/27（火）10:00～13:30 全4回セット ¥66,000
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー アドバンス③【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏10/27（火）14:30～18:30 全4回セット ¥77,000
札幌 着付・セットアップ アップスタイルセミナー × Atelier ma'am②【全2回】講師／Atelier ma'am 富井 孝子 氏10/27（火）10:30～15:30 全2回セット ¥12,100
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　プライマリー【秋】10/27（火） ¥3,300
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　ミドル【秋】10/27（火） ¥3,300
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験　　マイスター1次【秋】10/27（火） ¥3,300

旭川 クリエイション あれんじすたいる × かあこ 【展示】 講師／SOHO／ヨハコ かあこ 氏10/27（火） ¥3,850
旭川 着付・セットアップ あれんじすたいる × かあこ【展示・実技】 講師／SOHO／ヨハコ かあこ 氏10/27（火） ¥11,000
根室 コンベンション 合同情報交換会 in 根室10/27（火） ¥1,650
苫小牧 カット 大人女性カットセミナー × 髪結ぃや 講師／髪結ぃや 坂本 ゆみ 氏10/27（火）13:00～16:00 ¥6,050
苫小牧 カット イメージワードの理解とデザインカット × NOEMS HAIR 

in 室蘭 ①【全2回】 講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏10/27（火）13:00～16:00 全2回セット ¥19,800

函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair ①
【後期 全2回】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏10/28（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,850

函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair 【後期①】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏10/28（水）19:00～21:00 ¥2,200
釧路 サービス・コミュニケーション 店販活性化セミナー 「売る」から「売れる」へ①

【全2回】 講師／ミルボン インストラクター10/29（木）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750

札幌 ヘア・頭皮ケア 育毛を真剣に考える 講師／資生堂 インストラクター11/5（木）20:00～22:00 ¥1,100
札幌 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパテクニカルコース ③【全3回】 講師／各メーカー インストラクター11/5（木）20:00～22:00 全3回セット ¥3,850
札幌 その他 サロンバリエーションコース ④【全4回】 講師／各メーカー インストラクター11/5（木）20:00～22:00 全4回セット ¥3,300

函館 カット デザインカット × MALUNA ②【全2回】 講師／MALUNA ぴーすけ 氏11/9（月）19:00～21:30 全2回セット ¥13,200
函館 カット デザインカット × MALUNA ② 講師／MALUNA ぴーすけ 氏11/9（月）19:00～21:30 ¥8,250
札幌 その他 第4回 川島文夫杯　【ベーシックスタイル部門】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏11/10（火） ¥16,500
札幌 その他 第4回 川島文夫杯　【デザインスタイル部門】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏11/10（火） ¥16,500
札幌 その他  ルベル  I.D.202111/10（火） 別途案内
紋別 デザインワーク デザインづくりの考え方セミナー in 紋別 講師／ルベル 外部講師11/11（水）19:00～21:00 ¥3,300
釧路 パーマ デジタルパーマを学ぼう 講師／ナプラ インストラクター11/12（木）19:00～21:00 ¥1,650
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　1級試験【秋】11/16（月） 別途案内
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　2級試験【秋】11/16（月） 別途案内
札幌 その他 ビューティ・コーディネーター検定　3級試験【秋】11/16（月） 別途案内
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー ベーシック④【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏11/17（火）10:00～13:30 全4回セット ¥66,000
札幌 メイク gem メイクアップアカデミー アドバンス④【全4回】 講師／gem 森川 丈二 氏11/17（火）14:30～18:30 全4回セット ¥77,000

帯広 着付・セットアップ 結び方・編み方のバリエーション 講師／モロッカンオイル
エデュケーター10/27（火）13:00～16:00 ¥3,300

苫小牧 カット イメージワードの理解とデザインカット × NOEMS HAIR 
in 室蘭 ②【全2回】 講師／NOEMS HAIR 河田 俊 氏11/17（火）13:00～16:00 全2回セット ¥19,800

釧路 サービス・コミュニケーション 店販活性化セミナー 「売る」から「売れる」へ②
【全2回】 講師／ミルボン インストラクター11/19（木）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750

北見 カット メンズに支持されるカット&フィニッシュワーク 講師／クラシエ 外部講師11/4（水）19:00～21:00 ¥2,200

函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair ②
【後期 全2回】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏11/25（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,850

函館 カラー ヘアカラーラボラトリー × I`s hair 【後期②】 講師／I`s hair 石田 拓嗣 氏11/25（水）19:00～21:00 ¥2,200

釧路 カット 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 講師／クラシエ 外部講師11/5（木）19:00～21:00 ¥2,200

函館 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪づくり 大人世代の頭皮ケア②
【全2回】 講師／アモロス インストラクター11/27（金）19:00～21:00 全2回セット ¥2,750

函館 ヘア・頭皮ケア 未来の美髪づくり 大人世代の頭皮ケア② 講師／アモロス インストラクター11/27（金）19:00～21:00 ¥1,650

函館 クリエイション CREATION STUDIO LIVE 別途案内12/1（火） 別途案内
札幌 クリエイション クリエイターズセッション 月刊BOB × ＧＡＭＯ北海道 講師／月刊BOB編集部別途案内 別途案内

札幌 フォトシューティング 撮影会 Ⅲ × 田中 雅也 講師／フォトグラファー 田中 雅也 氏5/26（火）10:00～19:00 ¥41,800
札幌 メイク 眉美人はメイク上手

～眉で「印象」が変わる簡単メイク術～①【全2回】 講師／資生堂美容室 西出 智絵 氏5/25（月）19:30～21:30 全2回セット ¥6,600

札幌 その他  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

札幌 その他  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

札幌 その他  ミルボン  DA REALITIVE FES4/28（火）17:00～19:00 ¥1,000

旭川 クリエイション 簡単にはじめられるクリエイション講座 × U-YU ②【全2回】講師／hair make U-YU山下 大器 氏5/11（月）10:00～19:00 全2回セット ¥29,700

帯広 カラー ブリーチデザインアカデミー②【全2回】 講師／GARDEN 河上 紘之 氏4月予定 全2回セット別途案内

札幌 その他  ミルボン  MILBON NEXT VISION2/25（火）13:00～15:30 別途案内

札幌 その他  ミルボン  2020 SS オルディーブ アディクシー 
BLEACH BATTLE5/26（火）13:00～16:00 ¥3,000

帯広 クリエイション STUDIO LIVE × SHACHU 講師／SHACHU ショーキ 氏11/17（火）13:00～16:00 ¥4,290

旭川 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio ②【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏7/6（月） 全2回セット ¥9,350

苫小牧 カラー とりあえずから、しっかり狙うカラーセミナー 
in 室蘭 ②【全2回】 講師／アリミノ インストラクター11/4（水）19:30～21:00 全2回セット ¥3,300

室蘭 カラー ブリーチコントロールセミナー in 室蘭 講師／ナプラ インストラクター3/26（木）19:30～21:00 ¥1,650

札幌 カット 単価UPを実現する 最新トレンドデザイン 
× BOLLEY BOLLEY ②【全2回】

講師／BOLLEY BOLLEY
鈴木 英樹 氏11/18（水）19:30～22:00 全2回セット別途案内

札幌 メイク 眉美人はメイク上手
～眉で「印象」が変わる簡単メイク術～②【全2回】 講師／資生堂美容室 西出 智絵 氏6/22（月）19:30～21:30 全2回セット ¥6,600

帯広 カラー ハイトーンデザインカラーを極める × GENIC by Nogio 講師／GENIC by Nogio 
NOGIO 氏6/16（火）13:00～ 別途案内

旭川 クリエイション STUDIO LIVE 2020 × GARDEN 講師／GARDEN harajuku
大沼 圭吾 氏6月予定 別途案内

旭川 クリエイション 簡単にはじめられるクリエイション講座 × U-YU ①【全2回】講師／hair make U-YU山下 大器 氏4/13（月）13:00～17:00 全2回セット ¥29,700

旭川 クリエイション 簡単にはじめられるクリエイション 撮影会 講師／hair make U-YU
山下 大器 氏5/11（月）10:00～19:00 ¥13,200

旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅳ × 野村 新吾 in 旭川【秋】 講師／フォトグラファー 野村 新吾 氏11月予定 ¥20,350

旭川 カット TREND DESIGN SEMINAR × GARDEN 講師／GARDEN harajuku
大沼 圭吾 氏6月予定 別途案内

旭川 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio ①【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏6/8（月） 全2回セット ¥9,350

函館 メイク 目指せ ! フェイスクリエーター 講師／ウトワ インストラクター11/19（木）19:00～21:00 ¥1,650

小樽 カラー グレイッシュデザインセミナー 講師／サンコール インストラクター9/29（火）13:00～16:00 ¥1,100
小樽 デザインワーク フォルムコントロールセミナー 講師／サンコール インストラクター6/23（火）13:00～16:00 ¥1,100

札幌 その他 ガモウ北海道70周年記念ツアー in HAWAII2021/1/25～1/29 別途案内

札幌 カット 単価UPを実現する 最新トレンドデザイン 
× BOLLEY BOLLEY ①【全2回】

講師／BOLLEY BOLLEY
鈴木 英樹 氏10/28（水）19:30～22:00 全2回セット別途案内

北見 ヘア・頭皮ケア スパニスト育成講座④【全4回】 講師／資生堂 インストラクター9/1（火）10:00～12:00 全4回セット ¥5,500
函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹⑤

【全5回】
講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏9/1（火）11:00～17:00 全5回セット ¥66,000

函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹⑤ 講師／interaction hair design 
江崎 弘樹 氏9/1（火）11:00～17:00 ¥15,400

札幌 HDC HDC WINDING CONTEST 20209/8（火）9:00～17:30 別途案内
札幌 HDC HDC U-25 CUT CONTEST 20209/8（火） 別途案内
札幌 HDC HDC LADY'S CUT CONTEST 20209/8（火） 別途案内
札幌 HDC HDC COPY CUT CONTEST 20209/8（火） 別途案内
札幌 HDC AREA CIRCUIT THEME CUT 2020

北海道大会9/8（火） 別途案内

帯広 サービス・コミュニケーション SNS＆フォトジェニックスタイル最前線 
× NORA journey 阿形 聡美 講師／NORA journey 阿形 聡美 氏3/3（火）13:00～16:00 ¥3,300

帯広 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio ②【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏3/9（月）18:00～22:00 全2回セット ¥9,350

函館 デザインワーク 単価アップ トレンドカラー＆ケア 講師／hair salon age 堀合 貴至 氏3/2（月）19:00～21:00 ¥1,650

室蘭 カット カットベーシック × 綿久楽 in 室蘭 ①【全2回】 講師／綿久楽 山梨 智枝 氏6/9（火）13:00～16:00 全2回セット ¥16,500

札幌 その他  ミルボン  DA-INSPIRE LIVE10/20（火） 別途案内

苫小牧 カラー とりあえずから、しっかり狙うカラーセミナー 
in 室蘭 ①【全2回】 講師／アリミノ インストラクター10/7（水）19:30～21:00 全2回セット ¥3,300

函館 メイク アイブロー メイクテクニック公開セミナー 講師／ウトワ インストラクター1/23（木）19:00～21:00 ¥1,650

札幌 その他  ナプラ  2020spring&summer
カット&カラーセミナー 講師／JENO4/14（火） 別途案内

函館 HDC HDC WINDING BASIC②【全2回】 講師／アリミノ インストラクター8/21（金）19:00～21:30 全2回セット ¥2,200

函館 HDC HDC WINDING BASIC② 講師／アリミノ インストラクター8/21（金）19:00～21:30 ¥1,320
札幌 クリエイション Design Research × Logy ②【全2回】 講師／株式会社 Logy8/25（火）14:00～17:30 全2回セット ¥28,600
札幌 サービス・コミュニケーション 性格診断&マナーセミナー会話術 講師／ビューティーエクスペリエンス 

インストラクター8/25（火）13:00～16:00 ¥1,100
札幌 その他 基礎育成ベーシックコース ④【全4回】 講師／各メーカー インストラクター8/25（火）13:00～16:00 全4回セット ¥3,300

北見 ヘア・頭皮ケア スパニスト育成講座①【全4回】 講師／資生堂 インストラクター6/2（火）10:00～12:00 全4回セット ¥5,500
旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅲ × 野村 新吾 in 旭川【春 Day2】 講師／フォトグラファー 野村 新吾 氏6/2（火）9:00～13:00 ¥20,350
釧路 フォトシューティング フォトを学ぼう ～はじめてのクリエイション × U-YU 講師／U-YU 山下 大器 氏6/2（火）13:00～16:00 ¥3,300
帯広 カラー 次世代グレイカラー ②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター6/3（水）19:00～21:00 全2回セット ¥3,300
札幌 カラー 基礎育成技術カラーテクニック①【全2回】 講師／ルベル インストラクター6/4（木）10:00～12:00 全2回セット ¥2,200

札幌 その他  ナプラ  VISAGE CREATIONスタイリングセミナー6/2（火） 別途案内
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札幌 マネジメント 七つの習慣【全3回】 講師／フランクリン・コヴィ・ジャパン 
加藤 純一 氏 全3回セット¥110,000

ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験

札幌
帯広

函館
旭川

ヘア・頭皮ケア ヘアケアマイスター試験

札幌
帯広

函館
旭川

その他 ビューティ・コーディネーター検定 別途案内札幌

その他 ビューティ・コーディネーター検定 別途案内札幌

札幌 HDC 別途案内
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札幌 その他 第4回 川島文夫杯 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏 ¥16,500
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