
【重要なお知らせ】

株式会社ガモウ北海道セミナー各種、延期または中止のお知らせ

このたび株式会社ガモウ北海道は、

弊社が主催する下記の開催予定セミナーを

延期または中止とさせていただきます。

・函館3/2(月)　 単価アップ トレンドカラー＆ケア

・帯広3/3(火)　 SNS&フォトジェニックスタイル最前線 × NORA journey　阿形 聡美

・札幌3/4(水)　 SNS&フォトジェニックスタイル最前線 × NORA journey　阿形 聡美

・帯広3/9(月)　 ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio【全2回】➡2回目

・旭川3/9(月)　 撮影会Ⅰ × 松山 優介 in 旭川

・札幌3/10(火)　撮影会×松山優介　【Day1】

・札幌3/11(水)　撮影会×松山優介　【Day2】

・函館3/16(月)　CREATION STUDIO LIVE × DaB

・北見3/16(月)　バレイヤージュテクニカルセミナー

・札幌3/17(火)　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】➡1回目

・札幌3/17(火)　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】➡1回目

・帯広3/17(火)　撮影会Ⅰ × 井関 雅也

・苫小牧3/17(火)　Tierra studio live in苫小牧

・札幌3/18(水)　「色彩+素材+似合う+好み」スタイリングマップ【全3回】➡1回目

※北海道ガモウ大学講座(4月7日、7月7日)は中止が決定しております。

※3月19日以降のセミナーに関しましても、今後の状況を鑑みながら詳細が決まり次第、対応を発表させて

いただく予定です。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

　中国を発生源とする「新型コロナウイルス」に関わる状況については日々急激に変化しており、先の見通

しのたたない状況が続いております。また、厚生労働省も感染拡大予防策として、人混みを避け、不要不急

の行動や集まりを自粛することを注意喚起しております。

　新型コロナウイルス(COVID-19)への有効な治療薬や対応法の先行きが不透明であること、感染経路が不

明の事例が相次ぐなど今般の状況を鑑み、来場者および講師、関係者の健康や安全面などを第一に考えまし

た結果、上記の決断に至りました。

　ご来場を予定されておりましたお客様、講師はじめ準備をいただいた関係者の皆様にはご迷惑をおかけし

大変申し訳ございません。この度の苦渋の選択であったことをどうかご理解賜りますよう、お願い申し上げ

ます。

※該当セミナーにつき既にお申込みの方、アプリ支払い済みの方は払い戻しさせていただきます。

※また、今回該当するセミナーの延期または中止に伴い、今後の代替えなどの開催方式につきまして、現在

様々な選択肢から検討中です。状況が転じまして、開催可能なセミナーが生じた場合には、事前にお申込み

いただいていたお客様へ順次ご報告させていただきます。

株式会社ガモウ北海道



【重要なお知らせ】3月3日更新

株式会社ガモウ北海道セミナー各種、延期または中止のお知らせ

このたび株式会社ガモウ北海道は、先日発表させていただいていた3月18日までのセミナーに加えて

弊社が主催する下記の開催予定セミナーを延期または中止とさせていただきます。

・札幌3/24(火)　STUDIO CREATION LIVE 2020 × NUMBER NINE 吉田将

・釧路3/24(火)　バレイヤージュテクニカルセミナー

・北見3/24(火)　基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga【全3回】➡1回目

・札幌3/26(木)　カラー知識から紐解くブリーチ学 × Z SALON

・札幌3/26(木)　ブリーチ＆ハイトーンマスターコース【全5回】➡1回目

・札幌3/26(木)　カラーテクニカルコース【全3回】➡1回目

・室蘭3/26(木)　ブリーチコントロールセミナー in室蘭

・札幌4/7(火)　  PEEK-A-BOO CUT&BLOW【全2回】➡1回目

※北海道ガモウ大学講座(4月7日、7月7日)は中止が決定しております。

※４月８日以降のセミナーに関しましても、今後の状況を鑑みながら詳細が決まり次第、対応を発表させて

いただく予定です。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

　中国を発生源とする「新型コロナウイルス」に関わる状況については日々急激に変化しており、先の見通

しのたたない状況が続いております。

　新型コロナウイルス(COVID-19)への有効な治療薬や対応法の先行きが不透明であること、2月28日に北海

道知事より緊急事態宣言が発令された状況を鑑み、来場者および講師、関係者の健康や安全面などを第一に

考えました結果、上記の決断に至りました。

　ご来場を予定されておりましたお客様、講師はじめ準備をいただいた関係者の皆様にはご迷惑をおかけし

大変申し訳ございません。この度の苦渋の選択であったことをどうかご理解賜りますよう、お願い申し上げ

ます。

※該当セミナーにつき既にお申込みの方、アプリ支払い済みの方は払い戻しさせていただきます。

※また、今回該当するセミナーの延期または中止に伴い、今後の代替えなどの開催方式につきまして、現在

様々な選択肢から検討中です。状況が転じまして、開催可能なセミナーが生じた場合には、事前にお申込み

いただいていたお客様へ順次ご報告させていただきます。

　ご不明点等ございましたら、弊社担当営業または企画部（011-699-6655）までお問い合わせください。

株式会社ガモウ北海道



【重要なお知らせ】3月11日更新

株式会社ガモウ北海道セミナー各種、延期または中止のお知らせ

このたび株式会社ガモウ北海道は、先日延期または中止を発表させていただいていたセミナーに加えて、弊

社が主催する下記の開催予定セミナーを延期または中止とさせていただきます。

・札幌4/2(木)　  CUT ACADEMY「ベーシック×デザイン」【全6回】➡1回目

・北見4/6(月)　  ヘアメイク研究室 × WORLD LOVE【全３回】➡1回目

・札幌4/7(火)　  PEEK-A-BOO CUT&BLOW【全2回】➡1回目

・釧路4/8(水)　  縮毛矯正によるアイロン操作レベルアップセミナー

・札幌4/9(木)     ヘアケアマイスター初級育成セミナー【春】

・苫小牧4/9(木)  トレンドカラー春夏

・函館4/14(火)   クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹【全5回】➡1回目

・函館5/12(火)   クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹【全5回】➡2回目

※北海道ガモウ大学講座(4月7日、7月7日)は中止が決定しております。

※今後その他のセミナーに関しましても、今後の状況を鑑みながら詳細が決まり次第、対応を発表させてい

ただく予定です。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

　中国を発生源とする「新型コロナウイルス」に関わる状況については日々急激に変化しており、先の見通

しのたたない状況が続いております。

　新型コロナウイルス(COVID-19)への有効な治療薬や対応法の先行きが不透明であること、2月28日に北海

道知事より緊急事態宣言が発令された状況を鑑み、来場者および講師、関係者の健康や安全面などを第一に

考えました結果、上記の決断に至りました。

　ご来場を予定されておりましたお客様、講師はじめ準備をいただいた関係者の皆様にはご迷惑をおかけし

大変申し訳ございません。この度の苦渋の選択であったことをどうかご理解賜りますよう、お願い申し上げ

ます。

※該当セミナーにつき既にお申込みの方、アプリ支払い済みの方は払い戻しさせていただきます。

※また、今回該当するセミナーの延期または中止に伴い、今後の代替えなどの開催方式につきまして、現在

様々な選択肢から検討中です。状況が転じまして、開催可能なセミナーが生じた場合には、事前にお申込み

いただいていたお客様へ順次ご報告させていただきます。

　ご不明点等ございましたら、弊社担当営業または企画部（011-699-6655）までお問い合わせください。

株式会社ガモウ北海道



【重要なお知らせ】3月16日更新

株式会社ガモウ北海道セミナー各種、延期または中止のお知らせ

　中国を発生源とする「新型コロナウイルス(COVID-19)」に関わる状況については日本のみならず世界中に拡大を示

し、3月11日未明にWHO(世界保健機構)よりパンデミック宣言が表明されました。これからも急激な状況変化がまだ続

くと予測され、政府よりイベント等の自粛要請が発令されております。

　このような状況を鑑み、先日発表させていただきました内容に加え、延期または中止の対象セミナーを追加させてい

ただくことに至りました。※追加対象は、下記のセミナーになります。

札幌　4/14(火)　　　  撮影会 Ⅱ × 野村 新吾

　　　4/16(木)　　 　 ヘアケアマイスター中級育成セミナー【春】

            4/16(木).5/28(木)　「色彩+素材+似合う+好み」スタイリングマップ【全3回】➡2回目、3回目

　　　4/21(火)　　　  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】➡2回目

            4/21(火).5/26(火)　ハイトーンデザインカラーの魅力Ⅰ × Z SALON【全2回】➡1回目、2回目

            4/21(火).5/26(火)　ブリーチ＆ハイトーンマスターコース【全5回】➡2回目、3回目

　　　4/23(木)　　 　 CUT ACADEMY「ベーシック×デザイン」【全6回】➡2回目

　　　4/27(月)　　　  撮影会×松山優介　【Day3】

　　　4/28(火)　　      撮影会×松山優介　【Day4】

　　　8/11(火)　　　  クリエイションセミナー「撮影」× U-YU【特別編】

北見　4/13(月)　　　  ＣＲＥＡＴＯＲ’S　ＬＩＶＥ × Ｇｒａｔｉｉ

　　　4/15(水)　　　  新領域の白髪染めセミナー

　　　4/28(火)　　　  基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga【全3回】➡2回目

帯広　4/14(火)　　　  ブリーチデザインアカデミー【全2回】➡1回目

　　　4/14(火)　　　  ブリーチデザインアカデミー ～ベースの基本編～

　　　4/28(火)　　　  STUDIO LIVE × jurk

　　　4/30(木)　　　  性格診断&マナーセミナー会話術

旭川　4/13(月)　　　  簡単にはじめられるクリエイション講座 × U-YU 【全2回】➡1回目

　　　4/16(木)　　　  ブリーチテクニックセミナー

            4/16(木).5/14(木)　複合カラーテクニック【全２回】➡1回目、2回目

　　　4/20(月)　　　  撮影会Ⅱ × 照屋 寛倖 in 旭川 【Day1】

　　　4/21(火)　　　  撮影会Ⅱ × 照屋 寛倖 in 旭川 【Day2】

　　　5/14(木)　　　  ハイトーンカラーセミナー

釧路　4/15(水)　　　  ＣＲＥＡＴＯＲ’S　ＬＩＶＥ × Cocoon

　　　4/23(木)　　　  シーズントレンドカラー　【春夏編】

　　　4/27(月)　　　  とことんブリーチ 【全2回】➡1回目

函館    4/14(火).5/12(火)　クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹【全5回】➡1回目、2回目

   　      4/14(火).5/12(火)　クリエイティブカットデザイン × 江崎 弘樹 ①②

　　　4/16(木)　　　  パーマデザインセミナー

　　　4/23(木)　　 　 ヘアケアマイスタープライマリー初級育成セミナー【春】

　　　4/23(木)　　　  ヘアケアマイスターミドル中級育成セミナー【春】

※北海道ガモウ大学講座(4月7日、7月7日)は中止が決定しております。

※該当セミナーにつき既にお申込みの方、アプリ支払い済みの方は払い戻しさせていただきます。

※また、今回該当するセミナーの延期または中止に伴い、今後の代替えなどの開催方式につきまして、現在

様々な選択肢から検討中です。状況が転じまして、開催可能なセミナーが生じた場合には、事前にお申込み

いただいていたお客様へ順次ご報告させていただきます。

　ご不明点等ございましたら、弊社担当営業または企画部（011-699-6655）までお問い合わせください。

株式会社ガモウ北海道



【重要なお知らせ】4月13日更新

株式会社ガモウ北海道セミナー各種、延期または中止のお知らせ

　現在「新型コロナウイルス(COVID-19)」に関わる状況については一刻一刻と事態が変化しており、4月7日に日本国

内において【緊急事態宣言】が7都府県に発令され、追って4月12日に北海道と札幌市より【緊急共同宣言】が表明され

ました。また対象地域のみならず、その他の地域に関しても政府よりイベント等の自粛要請が発令されております。こ

のような状況を鑑み、先日発表させていただきました内容に加え、延期または中止の対象セミナーを追加させていただ

くことに至りました。※追加対象は、下記のセミナーになります。

札幌　5/12(火)　　　  ABBEY THE CUT × 松永英樹【全3回 ①～③】

　　　5/19(火)　　 　 撮影会×松山優介　【Day5】

　　　5/19(火)　　　  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 ①～④】

　　　5/20(水)　　　  撮影会×松山優介　【Day6】

　　　5/21(木)　　　  CUT ACADEMY「ベーシック×デザイン」【全6回 ①～⑥】

　　　5/21(木)　　　  カラーテクニカルコース【全3回 ①～③】

　　　5/21(木)　　　  カット展開図に合わせたホイルワークテクニック

　　　5/25(月)　　 　 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 ①～②】

　　　5/26(火)　　　  撮影会 Ⅲ × 田中 雅也

北見　5/11(月)　　　  ヘアメイク研究室 × WORLD LOVE【全３回 ①～③】

　　　5/13(水)　　　  ヘアカラーマスターコース【全5回 ①～⑤】

　　　5/13(水)　　　  ヘアカラートレンドデザイン　春

　　　5/26(火)　　　  基礎から学ぶ展開図とベーシックカット × orga【全3回 ①～③】

　　　5/27(水)　　　  パーマが得意になる！【全３回 ①～③】

　　　5/27(水)　　　  アイロン操作プロフェッショナル

帯広　5/12(火)　　　  ブリーチデザインアカデミー【全2回 ①～②】

　　　5/12(火)　　　  ブリーチデザインアカデミー ～GARDEN編～

　　　5/14(木)　　　  お客様心理から学ぶカウンセリング講座

　　　5/18(月)　　　  撮影会Ⅱ × 松山 優介

　　　5/21(木)　　　  次世代グレイカラー【全2回 ①～②】

　　　5/26(火)　　　  カット＆ブローアカデミー by PEEK-A-BOO【全3回 ①～③】

旭川　5/11(月)　　　  簡単にはじめられるクリエイション講座 × U-YU 【全2回 ①～②】

　　　5/11(月)　　　  簡単にはじめられるクリエイション撮影会

　　　5/22(金)　　　  性格診断・会話術

釧路　5/14(木)　　　  未来の美髪をつくる！大人世代の頭皮ケア

　　　5/18(月)　　　  とことんブリーチ 【全2回 ①～②】

　　　5/21(木)　　　  輝髪ストレートテクニックセミナー

　　　5/26(火)　　　  ミセスの為のカット＆ブローテクニックセミナー × SWITCH

函館　5/15(火)　　　  明日から提案したくなるパーマ活性セミナー 【全2回 ①～②】

　　　5/15(火)　　　  明日から提案したくなるパーマ活性セミナー

　　　5/26(火)　　　  Copy Cut Competition

　　　5/27(水)　　　  ヘアカラーラボラトリー × I`s hair【前期 全2回 ①～②】

　　　5/27(水)　　 　 ヘアカラーラボラトリー × I`s hair【前期①】

　　　6/24(水)　　 　 ヘアカラーラボラトリー × I`s hair【前期②】

苫小牧 5/7(木)　 　 　 未来の美髪をつくる！大人世代の頭皮ケア

　　　5/12(火)　　　  BASIC CUT SEMINAR × URN【全２回 ①～②】

　　　5/21(木)　　　  カラー基礎理論

※9/8(火)　・HOKKAIDO DESIGNERS CONGRESS(H.D.C)

                　・HOKKAIDO HAIRDRESSING AWARD(H.H.A)　は中止が決定しております。

※該当セミナーにつき既にお申込みの方、アプリ支払い済みの方は払い戻しさせていただきます。

※また、今回該当するセミナーの延期または中止に伴い、今後の代替えなどの開催方式につきまして、現在

様々な選択肢から検討中です。状況が転じまして、開催可能なセミナーが生じた場合には、事前にお申込み

いただいていたお客様へ順次ご報告させていただきます。

　ご不明点等ございましたら、弊社担当営業または企画部（011-699-6655）までお問い合わせください。

株式会社ガモウ北海道
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