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撮影会 × 松山 優介 in 旭川
【vol2】 中級～上級者 6/1（木） 10:00～千代田スタジオ

松山 優介 氏 ￥41,800 松山氏による撮影会　今期第3弾！

撮影会Ⅲ × 野村 新吾 in 旭川 初級～中級者 2/13（月） 10:00～フォトグラファー
野村 新吾 氏 ￥33,000 野村氏を迎えての撮影会

撮影会 × 松山 優介 in 旭川
【vol 1 Day1】 中級～上級者 3/29（水） 10:00～千代田スタジオ

松山 優介 氏 ￥41,800 松山氏による撮影会

撮影会 × 松山 優介 in 旭川
【vol 1 Day2】 中級～上級者 3/30（木） 10:00～千代田スタジオ

松山 優介 氏 ￥41,800 松山氏による撮影会

撮影会Ⅱ × in 旭川 初級～中級者 11/20（月） 10:00～
19:00 別途案内 人気フォトグラファーを迎えての撮影会予定

三度の飯よりボブが好き
× 枝村 仁

スタイリスト
以上 7/25（火）PATINA

枝村 仁 氏 別途案内
「感覚」「センス」で片付けられてきた部分を
完全理論化したカットテクニックを展示形式
にて学べます。

似合わせ理論から学ぶ
トレンドカット

Jrスタイリスト
以上 9/28（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥3,300 似合わせの理論、バングメソッド、色と似合わ
せベストマッチングを総合的に学びます

脱白髪染めを可能にする
テクニック①【全3回】 全ての方 4/20（木） 19:00～

21:00
ホーユー

インストラクター ￥4,400全3回
セット

脱白髪染めとは？３回の講習により理論から
技術まで学ぶことのできるセミナーです。

武器づくりセミナー
ホワイトカラーの作り方 全ての方 5/23（火） 13:00～

17:00ミルボン 外部講師 ￥2,750
ホワイト領域のカラーデザインセミナー。アン
ダーの作り方、薬剤選定、カラーデザインがよ
り映えるフィニッシュワークまでを学べます。

脱白髪染めを可能にする
テクニック②【全3回】 全ての方 5/25（木） 19:00～

21:00
ホーユー

インストラクター ￥4,400全3回
セット

脱白髪染めとは？３回の講習により理論から
技術まで学ぶことのできるセミナーです。

脱白髪染めを可能にする
テクニック③【全3回】 全ての方 6/29（木） 19:00～

21:00
ホーユー

インストラクター ￥4,400全3回
セット

脱白髪染めとは？３回の講習により理論から
技術まで学ぶことのできるセミナーです。

知識・教養 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

ＨＤＣ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ASAHIKAWA

カット 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

札幌 北海道ガモウ大学講座 全ての方 4/18（火） 14:00～
16:00木山 裕策 氏 ￥4,400 「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。

「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。

札幌 第4回 川島文夫杯 11/14（火）PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 別途案内 第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制するのは！？

第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制
するのは！？

札幌 HDC／HHA 9/5（火） 別途案内 11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げるさらなる挑戦を
体感しよう！！
11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げる
さらなる挑戦を体感しよう！！

武器づくりセミナー
インナーカラーバリエーション 全ての方 6/22（木） 19:00～

21:00
ミルボン

インストラクター ￥2,200 ENOGを使ったブリーチ＆インナーカラーの
実戦形式のセミナー

ブリーチ実践テクニック 全ての方 10/5（木） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥2,200 ブリーチの技術向上セミナー

脱白髪染めを可能にする
テクニック【全3回】 全ての方 ホーユー

インストラクター ￥4,400全3回
セット

脱白髪染めとは？３回の講習により理論から
技術まで学ぶことのできるセミナーです。

19:00～
21:00



※料金はすべて税込価格となります。※日程・料金・内容などが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。

ヘッドスパ成功店に学ぶ
× emilio①【全2回】 4/24（月） 12:00～

18:00
emilio

原田 麻衣 氏 ￥8,800全2回
セット

emilio原田さんによるヘッドスパの成功する
秘訣や技術を学びます。

ヘッドスパ成功店に学ぶ
× emilio②【全2回】 5/29（月） 12:00～

18:00
emilio

原田 麻衣 氏 ￥8,800全2回
セット

emilio原田さんによるヘッドスパの成功する
秘訣や技術を学びます。

今だからこそのSNS活用法 10/19（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥1,650 今の時代に欠かせないSNSをいかに活用し

ていくかを学んでいくセミナーです。

似合わせのための
イメージワードの深堀①

【全2回】

Jrスタイリスト
以上 7/6（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥4,400全2回
セット

イメージワードを深堀しお客様の満足度を上
げるセミナー

似合わせのための
イメージワードの深堀②

【全2回】

Jrスタイリスト
以上 8/24（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥4,400全2回
セット

イメージワードを深堀しお客様の満足度を上
げるセミナー

ヘアケア
マイスター
試験 

全ての方 5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照プライマリー
旭川【春】

ヘアケア
マイスター
試験 

プライマリー試
験に合格されて
いる方

5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ミドル
旭川【春】

ヘアケア
マイスター
試験 

マイスター１次
試験に合格され
ている方

5/23（火） ～ ￥8,800 ヘアケアマイスター試験案内参照マイスター2次
旭川【春】

ヘアケア
マイスター
試験

マイスター関連の
いずれかの合格
証を持っている方

5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ポーラスター
旭川【春】

ヘアケア
マイスター
試験

全ての方 10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照プライマリー
旭川【秋】

ヘアケア
マイスター
試験 

プライマリー試
験に合格されて
いる方

10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ミドル
旭川【秋】

ヘアケア
マイスター
試験 

ミドル試験に合
格されている方 10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照マイスター1次

旭川【秋】

ヘアケア
マイスター
試験 

マイスター関連の
いずれかの合格
証を持っている方

10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ポーラスター
旭川【秋】

ヘア・頭皮ケア 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

デザインワーク 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

春夏おススメアレンジセミナー
× Atelier ma’am 4/10（月） 19:00～

22:00
Atelier ma’am
富井 孝子 氏 ￥5,900 基礎から和装洋装と幅広く講習で活躍する

富井氏のアレンジスタイル春夏編

秋冬おススメアレンジセミナー
× Atelier ma’am 10/23（月） 19:00～

22:00
Atelier ma’am
富井 孝子 氏 ￥5,900 基礎から和装洋装と幅広く講習で活躍する

富井氏のアレンジスタイル秋冬編

着付・セットアップ 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

旭川

ヘッドスパ成功店に学ぶ
× emilio【全2回】

emilio
原田 麻衣 氏 ￥8,800全2回

セット
emilio原田さんによるヘッドスパの成功する
秘訣や技術を学びます。

12:00～
18:00

似合わせのための
イメージワードの深堀

【全2回】

Jrスタイリスト
以上

資生堂
インストラクター ￥4,400全2回

セット
イメージワードを深堀しお客様の満足度を上
げるセミナー

19:00～
21:00

ヘアケア
マイスター
試験

5/23（火） ～ ヘアケアマイスター試験案内参照

ヘアケア
マイスター
試験

10/24（火） ～ ヘアケアマイスター試験案内参照



知識・教養 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

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

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

セット 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

HAKODATE

クリエイティブカットデザイン
× 江崎 弘樹①【全2回】 全ての方 7/11（火） 11:00～

16:00

interaction
hair design
江崎 弘樹 氏

￥27,500全2回
セット

上級カット＆ブローテク。展開図からの流れで
理論的にカットを学べます。クリエイティブを
極め新たな創造を習得。

クリエイティブカットデザイン
× 江崎 弘樹②【全2回】 全ての方 8/8（火） 11:00～

16:00

interaction
hair design
江崎 弘樹 氏

￥27,500全2回
セット

上級カット＆ブローテク。展開図からの流れで
理論的にカットを学べます。クリエイティブを
極め新たな創造を習得。

カラーデザインテクニック
× SWAN①【全2回】 6/13（火） 13:00～

16:00
SWAN

白鳥 二志 氏 別途案内全2回
セット

札幌のデザインカラー人気店から学ぶカラー
テクニック

カラー塗布の基礎テクニック アシスタント 6/28（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥1,650

基礎テクニック3部構成の1【カラー編】　
基礎をしっかりと学びサロンワークに活かし
てください。

カラーデザインテクニック
× SWAN②【全2回】 10/3（火） 13:00～

16:00
SWAN

白鳥 二志 氏 別途案内全2回
セット

札幌のデザインカラー人気店から学ぶカラー
テクニック

パーマ理論＆巻き方 アシスタント 8/23（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥1,650

基礎テクニック3部構成の3【パーマ編】
基礎をしっかりと学びサロンワークに活かし
てください。

ドライ＆ブローの基礎テクニック アシスタント 7/19（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥1,650

基礎テクニック3部構成の2【ドライ＆ブロー編】
基礎をしっかりと学びサロンワークに活かし
てください。

新卒研修 アシスタント 9/27（水） 19:00～
21:00

b-ex
インストラクター ￥1,650 新卒向けの社会人としての基礎的な考え方

を学びます。

札幌 北海道ガモウ大学講座 全ての方 4/18（火） 14:00～
16:00木山 裕策 氏 ￥4,400 「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。

「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。

札幌 第4回 川島文夫杯 11/14（火）PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 別途案内 第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制するのは！？

第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制
するのは！？

札幌 HDC／HHA 9/5（火） 別途案内 11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げるさらなる挑戦を
体感しよう！！
11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げる
さらなる挑戦を体感しよう！！

カラーデザインテクニック
× SWAN【全2回】

SWAN
白鳥 二志 氏 別途案内全2回

セット
札幌のデザインカラー人気店から学ぶカラー
テクニック

13:00～
16:00

クリエイティブカットデザイン
× 江崎弘樹
【全2回】

全ての方
interaction
hair design
江崎 弘樹 氏

￥27,500全2回
セット

上級カット＆ブローテク。展開図からの流れで
理論的にカットを学べます。クリエイティブを
極め新たな創造を習得。

11:00～
16:00



※料金はすべて税込価格となります。※日程・料金・内容などが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。

その他 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ヘアケアマイスター
中級育成セミナー 函館【春】

ミドル試験を
受験予定されて
いる方

4/20（木） 20:00～
22:00デミインストラクター ￥2,200 ヘアケアマイスター ミドル試験に向けた勉強

会

ヘアケア
マイスター
試験

全ての方 5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照プライマリー
函館【春】

ヘアケア
マイスター
試験

プライマリー試
験に合格されて
いる方

5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ミドル
函館【春】

ヘアケア
マイスター
試験

マイスター１次
試験に合格され
ている方

5/23（火） ～ ￥8,800 ヘアケアマイスター試験案内参照マイスター２次
函館【春】

ヘアケア
マイスター
試験

マイスター関連の
いずれかの合格
証を持っている方

5/23（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ポーラスター
函館【春】

ヘアケアマイスター
初級育成セミナー 函館【秋】

プライマリー
試験を受験予定
されている方

9/21（木） 18:00～
20:00デミインストラクター ￥1,320 ヘアケアマイスター プライマリー試験に向け

た勉強会

ヘアケアマイスター
中級育成セミナー 函館【秋】

ミドル試験を
受験予定されて
いる方

9/21（木） 20:00～
22:00デミインストラクター ￥2,200 ヘアケアマイスター ミドル試験に向けた勉強

会

ヘアケア
マイスター
試験

全ての方 10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照プライマリー
函館【秋】

ヘアケア
マイスター
試験

プライマリー試
験に合格されて
いる方

10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ミドル
函館【秋】

ヘアケア
マイスター
試験

ミドル試験に合
格されている方 10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照マイスター１次

函館【秋】

ヘアケア
マイスター
試験

マイスター関連の
いずれかの合格
証を持っている方

10/24（火） ～ ￥4,400 ヘアケアマイスター試験案内参照ポーラスター
函館【秋】

ヘアケアマイスター
初級育成セミナー 函館【春】

プライマリー
試験を受験予定
されている方

4/20（木） 18:00～
20:00デミインストラクター ￥1,320 ヘアケアマイスター プライマリー試験に向け

た勉強会

デザインワーク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

STUDIO LIVE
× GOALD 米田 星慧 全ての方 4/18（火） 11:00～

16:00
GOALD
米田 星慧 氏 ￥4,400

新規リターン率98%を誇る、GOALDの熱男 
米田星慧氏。モデルデモとトークの２部構成
で、GOALDのお客様の心に触れる仕事の秘
密を体験頂きます。

SPECIAL SEMINAR
【展示】 × snob 金谷 二郎 全ての方 11/7（火）snob

金谷 二郎 氏 ￥4,400 関西のクリエイション先駆けのsnobから金谷
氏を迎えトレンドデザインを展示で学びます。

SPECIAL SEMINAR
【展示＆実技】 × snob 金谷 二郎 スタイリスト 11/7（火）snob

金谷 二郎 氏 ￥12,100 関西のクリエイション先駆けのsnobから金谷
氏を迎えトレンドデザインを実技で学びます。

函館

ヘアケア
マイスター
試験

5/23（火） ～ ヘアケアマイスター試験案内参照

ヘアケア
マイスター
試験

10/24（火） ～ ヘアケアマイスター試験案内参照



TOMAKOMAI

シーズントレンドセミナー
2023 秋冬 9/14（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥2,200 お客様への提案に欠かせない最新トレンド情
報を解説します　2023秋冬編

ベーシックカットセミナー
× zero hair 4/25（火） 13:00～

16:00
zero hair
蓑島 竜二 氏 ￥6,600

ベーシックカットを理論的に学ぶことで、普段
のサロンワークや練習の中でのカットに関す
る悩みや躓きを解消します。

苫小牧＆千歳 CUT ACADEMY
コンプリートパック①

【全2回】
6/20（火） 13:00～

16:00 ￥13,200全2回
セット

苫小牧と千歳でそれぞれ開催されるCUT 
ACADEMYに両方参加される方向けのお得
なパッケージです。

CUT ACADEMY＠苫小牧
× COURAGE 6/20（火） 13:00～

16:00
COURAGE
寒藤 光平 氏 ￥8,250

受講者の皆様でテーマに沿ってデザインカッ
トをする勉強会形式で、デザインの発想や考
え方などを学びます。（苫小牧開催）

苫小牧＆千歳 CUT ACADEMY
コンプリートパック②

【全2回】
7/18（火） 13:00～

16:00 ￥13,200全2回
セット

苫小牧と千歳でそれぞれ開催されるCUT 
ACADEMYに両方参加される方向けのお得
なパッケージです。

CUT ACADEMY＠千歳
× zero hair 7/18（火） 13:00～

16:00
zero hair
蓑島 竜二 氏 ￥8,250

受講者の皆様でテーマに沿ってデザインカッ
トをする勉強会形式で、デザインの発想や考
え方などを学びます。（千歳開催）

ブリーチ攻略セミナー 3/23（木） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥2,200 ブリーチに必要な考え方、薬剤選定のコツな

どわかりやすくお伝えします。

ハイトーンレシピ研究所 4/20（木） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥2,200 ハイトーンのベースを考慮し、思い通りの色

に仕上げるための薬剤選定を学びます。

カラーデザインテクニック
× SWAN in 千歳 5/23（火） 13:00～

17:00
SWAN

白鳥 二志 氏 ￥3,300
ブリーチデザインに圧倒的な実力を持つ
SWAN白鳥氏を講師として、トレンドのブ
リーチスタイル提案を学びます。

カラーコントロール 1DAYS 5/30（火） 13:00～
17:00

ミルボン
インストラクター ￥2,200

アルカリカラーを使ったカラー理論を習得
し、お客様に対して狙い通りのカラーができ
るようになるためのコースです。

シーズントレンドセミナー
2023 春夏 3/9（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥2,200 お客様への提案に欠かせない最新トレンド情
報を解説します　2023春夏編

知識・教養 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

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

札幌 北海道ガモウ大学講座 全ての方 4/18（火） 14:00～
16:00木山 裕策 氏 ￥4,400 「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。

「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。

札幌 第4回 川島文夫杯 11/14（火）PEEK-A-BOO 
川島 文夫 氏 別途案内 第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制するのは！？

第4回　4年ぶりの開催となるコンテストを制
するのは！？

札幌 HDC／HHA 9/5（火） 別途案内 11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げるさらなる挑戦を
体感しよう！！
11回目を迎えるHDC　皆さんが作り上げる
さらなる挑戦を体感しよう！！

脱白髪染めセミナー 6/29（木） 19:00～
21:00

シュワルツコフ
インストラクター ￥2,200 話題の脱白髪染めハイライトの技術を徹底解

説します。

苫小牧＆千歳 CUT ACADEMY
コンプリートパック
【全2回】

￥13,200全2回
セット

苫小牧と千歳でそれぞれ開催されるCUT 
ACADEMYに両方参加される方向けのお得
なパッケージです。

13:00～
16:00



※料金はすべて税込価格となります。※日程・料金・内容などが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。

アイブロウベーシックセミナー 10/19（木） 19:00～
21:00

UTOWA
インストラクター ￥3,300 目元の印象を大きく左右するアイブロウメイ

クを実習で学びます。（別途、用品購入あり）

【全3回】
似合わせ理論

コンプリートパック①
4/6（木） 19:00～

21:00 ￥5,500
バングメソッド・似合わせ理論・イメージワード
深堀りの3回全てを受講される方向けのパッ
ケージ

バングメソッド 4/6（木） 19:00～
21:00

資生堂
インストラクター ￥2,200

同じヘアスタイルでも前髪で印象が大きく変
わります。バングの似合わせの理論を徹底解
説します。

【全3回】
似合わせ理論

コンプリートパック②
5/11（木） 19:00～

21:00 ￥5,500
バングメソッド・似合わせ理論・イメージワード
深堀りの3回全てを受講される方向けのパッ
ケージ

似合わせを理論から学ぶ 5/11（木） 19:00～
21:00

資生堂
インストラクター ￥2,200 なんとなくで終わらせない。似合わせの理論

を総合的に学びます。

【全3回】
似合わせ理論

コンプリートパック③
6/8（木） 19:00～

21:00 ￥5,500
バングメソッド・似合わせ理論・イメージワード
深堀りの3回全てを受講される方向けのパッ
ケージ

似合わせの為の
イメージワードの深堀り 6/8（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥2,200
イメージワードを深堀することでデザインの
幅と表現力を高め、カウンセリングの際のお
客様とのすれ違いをなくします。

クリエイションから考える
フィニッシュワーク 10/10（火） 13:00～

16:00資生堂外部講師 別途案内
公開フォトシューティングの形式でデザイン
やスタイルづくりのポイント、クリエイション
の取組みが日々のサロンワークにどのように
活きるかなどを学びます。

苫小牧スタジオライブ 別途案内 別途案内
2023年のサロンワークに役立つ最旬トレン
ド情報を、豪華ゲストによる対面セミナーでし
か味わえないライブ感とともにお届けしま
す。(2023年春開催予定)

ストレートベーシックセミナー 5/25（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥2,200 ストレートパーマの基礎知識を理論から技術

まで徹底解説します。

コピーパーマ①【全2回】 9/20（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥2,200全2回

セット

お客様の「こうなりたい」をパーマで表現する
トレーニング。画像を分析し、ウィッグで実習
します。

コピーパーマ②【全2回】 10/4（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥2,200全2回

セット

お客様の「こうなりたい」をパーマで表現する
トレーニング。画像を分析し、ウィッグで実習
します。

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

デザインワーク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

カラーデザインテクニック
× SWAN in 苫小牧 9/26（火） 13:00～

17:00
SWAN

白鳥 二志 氏 ￥3,300
ブリーチデザインに圧倒的な実力を持つ
SWAN白鳥氏を講師として、ファーストグレイ
世代のブリーチスタイル提案を学びます。

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

苫小牧

コピーパーマ【全2回】 アリミノ
インストラクター ￥2,200全2回

セット

お客様の「こうなりたい」をパーマで表現する
トレーニング。画像を分析し、ウィッグで実習
します。

19:00～
21:00

【全3回】
似合わせ理論

コンプリートパック
￥5,500全3回

セット

バングメソッド・似合わせ理論・イメージワード
深堀りの3回全てを受講される方向けのパッ
ケージ

19:00～
21:00



セミナーのお申し込みは

GAMO北海道アプリ（無料）から

【個人情報の取り扱い】当社では個人情報の重要性を認識し、その取り扱いについては個人情報保護法に基づき適正にお取り扱いさせていただきます。参加者の個人情報は、講座に関するご連
絡・ご案内と当社の主催するその他の講座・当社取り扱い商品に関するご案内のみに利用させていただきます。

※一定期間を経過してからのキャンセルには返金できない場合がございますのでご了承ください。

アプリ
起動

セミナー
情報・販売

地域を
選択

カテゴリー
毎に表示

セミナー
を選択

お申し
込み

支払方法
の選択

コンビニ
払いを
選択

受付番号
確認番号
取得

指定コン
ビニにて
お支払い

クレジット
回数選択

お支払い
完了

LINE＆インスタグラム＆フェイスブックで、
発信、更新、新たな発見。
講習情報、商品情報など、美容の現在をリアルに
体感してください。皆様のご登録お待ちしております。

 

［統 括 本 部］ 〒063-0834 札幌市西区発寒14条2丁目10-9 発寒ビル…… ℡011-663-2118
［札 幌 本 社］ 〒060-0002 札幌市中央区北2条西14丁目3-30 …………… ℡011-208-2500
［北 見 支 店］ 〒090-0016 北見市大町1 5 1 ………………………………… ℡0157-24-5810
［帯 広 支 店］ 〒080-0806 帯広市東6条南5丁目1 0 ……………………… ℡0155-25-6677
［旭川営業所］ 〒070-8005 旭川市神楽5条8丁目1 - 5 …………………… ℡0166-73-7333
［函館営業所］ 〒041-0853 函館市中道2丁目3 7 - 8 ……………………… ℡0138-30-6500
［釧路営業所］ 〒085-0035 釧路市共栄大通6丁目1 - 1 4 ………………… ℡0154-21-5277
［苫小牧営業所］ 〒053-0015 苫小牧市本幸町1丁目3 - 1 8 ………………… ℡0144-31-3300
［江別営業所］ 〒069-0824 江別市東野幌本町7-5セリオのっぽろ2F …… ℡011-375-6115
［小 樽 分 室］ ……………………………………………………………………… ℡0134-27-2525
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