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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

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

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

Siika STUDIO LIVE
× サトーマリ 全ての方 4/11（火） 13:00～

16:00
Siika

サトーマリ 氏 ￥4,950 Siika サトーマリ氏の世界観を学ぶ！

フォトセッション
ＮＵＭＢＥＲ ＮＩＮＥ × 帯廣美容所 全ての方 5/16（火） 13:00～

17:00吉田氏・丹野氏 ￥3,300
デザイン力を高める為に必要なクリエイションを
直に体感して頂けるセミナーです。吉田氏・丹野
氏のコラボを余すところなく披露して頂きます。

シューティングワーク
× 梅津 正太 中級～上級者 5/9（火） 10:00～フォトグラファー

梅津 正太 氏 ￥39,800 JHA・HHAに向けての撮影会

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹①

【全3回】
スタイリスト～ 7/4（火） 13:00～

17:00
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
中・上級者向け。
さらなる技術を高められるセミナー

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹②

【全3回】
スタイリスト～ 8/1（火） 13:00～

17:00
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
中・上級者向け。
さらなる技術を高められるセミナー

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹③

【全3回】
スタイリスト～ 9/12（火） 13:00～

17:00
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥49,500全3回

セット
中・上級者向け。
さらなる技術を高められるセミナー

基礎から学ぶ展開図とBASICCUT
× orga 森 祐仁 氏①【全3回】 スタイリスト～ 9/26（火） 10:00～

16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回
セット

人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

基礎から学ぶ展開図とBASICCUT
× orga 森 祐仁 氏②【全3回】 スタイリスト～ 10/24（火） 10:00～

16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回
セット

人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

基礎から学ぶ展開図とBASICCUT
× orga 森 祐仁 氏③【全3回】 スタイリスト～ 11/21（火） 10:00～

16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回
セット

人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

メンズカット＆パーマフィニッシング
× LIPPS

Jrスタイリスト
～ 別途案内LIPPS ￥18,000 展示と実技の2部で学ぶメンズデザインセミ

ナー

ハイトーンスペシャリスト①
【全2回】 全ての方 3/16（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット ハイトーンをさらに磨くためのセミナー

ハイトーンスペシャリスト②
【全2回】 全ての方 4/13（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット ハイトーンをさらに磨くためのセミナー

OBIHIRO

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！！

THE 酸性ストレート 全ての方 7/11（火） 19:00～
22:00

アリミノ
インストラクター ￥3,300 ストレート新時代を習得するために、酸性スト

レートを極めよう！

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹

【全3回】
スタイリスト～ PEEK-A-BOO

関 直樹 氏 ￥49,500全3回
セット

中・上級者向け。
さらなる技術を高められるセミナー

13:00～
17:00

基礎から学ぶ展開図とBASICCUT
× orga 森 祐仁 氏【全3回】 スタイリスト～ orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回

セット
人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

10:00～
16:00

ハイトーンスペシャリスト
【全2回】 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット ハイトーンをさらに磨くためのセミナー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
帯広【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
帯広【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
帯広【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
帯広【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
帯広【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
帯広【秋】

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

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
帯広【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
帯広【秋】

2023
「あれんじすたいる」× かあこ 全ての方 10/17（火） 12:00～

16:00こべや かあこ 氏 ￥13,200 アレンジスタイル2023！　普段使いできるア
レンジからイベントアレンジまでを学ぶ。

毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識①
【全3回】

全ての方 6/1（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥3,300全3回

セット 新人向けの基礎知識セットセミナー

毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識②
【全3回】

全ての方 7/6（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥3,300全3回

セット 新人向けの基礎知識セットセミナー

毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識③
【全3回】

全ての方 8/24（木） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥3,300全3回

セット 新人向けの基礎知識セットセミナー

新人教育 2023 新人 5/30（火） 10:30～
15:00

ミルボン
インストラクター ￥2,200 社会人とは何かを学ぶセミナー

幹部育成セミナー 2023 店長～ 別途案内ミルボン
インストラクター ￥3,300 幹部としての意識を高める

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

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

その他 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

帯広

インナーカラーバリエーション②
【全2回】 スタイリスト～ 8/3（木） 19:00～

22:00
ミルボン

インストラクター ￥5,500全2回
セット

ENOGを使ったブリーチ＆インナーカラーの
実践形式のセミナー、カラーバリエーション
を増やす

インナーカラーバリエーション①
【全2回】 スタイリスト～ 7/20（木） 19:00～

22:00
ミルボン

インストラクター ￥5,500全2回
セット

ENOGを使ったブリーチ＆インナーカラーの
実践形式のセミナー、カラーバリエーション
を増やす

毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識
【全3回】

全ての方 ナプラ
インストラクター ￥3,300全3回

セット 新人向けの基礎知識セットセミナー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

インナーカラーバリエーション
【全2回】 スタイリスト～ ミルボン

インストラクター ￥5,500全2回
セット

ENOGを使ったブリーチ＆インナーカラーの
実践形式のセミナー。カラーバリエーション
を増やす。

19:00～
22:00



お客様とのなりたいイメージ共有
× U-YU 全ての方 8/7（月） 19:00～

21:00
U-YU

山下 大器 氏 ￥2,200
お客様と共有するイメージに違いが出ないよ
う、イメージワードの共有認識をする方法を
学べます。

三度の飯よりボブカットセミナー
× 枝村 仁 全ての方 3/20（月） 19:00～

21:00
PATINA
枝村 仁 氏 ￥3,300

「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。

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹①

【全2回】

Jrスタイリスト
～ 6/27（火） 9:30～

13:30
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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
に必ず役に立ちます。

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹②

【全2回】

Jrスタイリスト
～ 7/25（火） 9:30～

13:30
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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
に必ず役に立ちます。

メンズグルーミング
～男性の身だしなみ①【全２回】

Jrスタイリスト
～ 9/25（月） 18:30～

21:00資生堂 外部講師 ￥3,300全2回
セット

意識高い系メンズに対して、ヘアスタイルの
似合わせ理論やアイブロウを実習形式にて
学べます。

メンズグルーミング
～男性の身だしなみ②【全２回】

Jrスタイリスト
～ 11/6（月） 18:30～

21:00資生堂 外部講師 ￥3,300全2回
セット

意識高い系メンズに対して、ヘアスタイルの
似合わせ理論やアイブロウを実習形式にて
学べます。

ブリーチの極み 全ての方 4/10（月） 13:00～
18:00ルベル 外部講師 ￥5,500 ブリーチに対しての悩みを解決。的確なヘア

ケアの方法も学べます。

最新の韓国ヘアデザインの
作り方 全ての方 4/17（月） 19:00～

21:00ミルボン 外部講師 ￥2,200
ENOG、アディクシーカラーを使った最新の
韓国ヘアデザインの作り方を展示形式にて
学べるセミナーです。

インナーカラーバリエーション 全ての方 5/16（火） 15:00～
18:30

ミルボン
インストラクター ￥3,300

ENOGを使った、ブリーチ＆インナーデザイ
ンパターンと技術力を高める実習形式のセミ
ナーです。

これから始める脱白髪染め 全ての方 6/28（水） 19:00～
21:00

シュワルツコフ
インストラクター ￥2,200 これから始める脱白髪染め。デザインを簡単

に楽しむヘアカラーをご提案しましょう。

イマドキのデザインカラー 全ての方 7/5（水） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥3,300

少ないパネル枚数で効果的にデザインするテ
クニックを実習形式にて学べます。トレンドに
合わせて単価ＵＰにつながるセミナーです。

KITAMI

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

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！！

ミセスのブリーチデザイン
in 中標津 全ての方 9/25（月） 19:00～

21:00ルベル 外部講師 ￥3,300
ミセス層の素敵なブリーチデザインのご提案
です。ブリーチに対するケアも含めて展示形
式にて学べます。

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹

【全2回】

Jrスタイリスト
～

PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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
に必ず役に立ちます。

9:30～
13:30

メンズグルーミング
～男性の身だしなみ【全２回】

Jrスタイリスト
～ 資生堂 外部講師 ￥3,300全2回

セット

意識高い系メンズに対して、ヘアスタイルの
似合わせ理論やアイブロウを実習形式にて
学べます。

18:30～
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。

高付加価値　酸性ストレート 全ての方 4/26（水） 18:30～
21:30

アリミノ
インストラクター ￥2,200 酸性とアルカリの違いや、酸性でのテクニッ

クポイントを展示形式にて学べます。

コピーパーマ①【全２回】 Jrスタイリスト
～ 7/12（水） 19:00～

21:00
アリミノ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

お客様のこうなりたいという画像を分析し、
実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

縮毛矯正の秘密テクニック 全ての方 8/23（水） 18:30～
21:30

サニープレイス
インストラクター ￥2,200 縮毛矯正でのお悩みを解決！時短テクニック

など「なるほど！」が満載のセミナーです。

コピーパーマ②【全２回】 Jrスタイリスト
～ 8/30（水） 19:00～

21:00
アリミノ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

お客様のこうなりたいという画像を分析し、
実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

メンズに支持される
デザインワーク 全ての方 10/4（水） 18:30～

21:00ルベル 外部講師 ￥2,200
メンズに今支持されるパーマスタイルのポイ
ントや似合わせの考え方など、展示形式にて
学べます。

成人式のアップスタイルの
ポイント × Atelier ma’am 全ての方 9/11（月） 18:30～

21:00
Atelier ma’am
富井 孝子 氏 ￥5,500 成人式のアップスタイルのトレンドや、技術的

なお悩みを解消できるセミナーです。

しっかりとヘッドスパを学んでみる
【春ケア】 全ての方 5/22（月） 13:00～

16:00
ナプラ

インストラクター ￥3,300
改めてヘッドスパの技術を再確認でき、春の
頭皮に対するケア知識も学べます。４名限定
です！

しっかりとヘッドスパを学んでみる
【秋ケア】 全ての方 10/23（月） 13:00～

16:00
ナプラ

インストラクター ￥3,300
改めてヘッドスパの技術を再確認でき、秋の
頭皮に対するケア知識も学べます。４名限定
です！

今の育毛を知る 全ての方 11/15（水） 19:00～
21:00

資生堂
インストラクター ￥2,200 育毛の最新知識をしっかりと学べます。

似合わせのイメージワードと
トレンドカット①【全２回】

Jrスタイリスト
～ 5/10（水） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥3,300全2回
セット

似合わせの理論、ベストマッチングを２回コー
スにて総合的に学べます。

似合わせのイメージワードとト
レンドカット②【全２回】

Jrスタイリスト
～ 6/7（水） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥3,300全2回
セット

似合わせの理論、ベストマッチングを２回コー
スにて総合的に学べます。

パーマ 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

デザインワーク 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

白髪世代が若返る
ヘアカラー講座①【全２回】 全ての方 10/19（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

白髪世代に対しての若返りデザインのポイン
トや色のご提案方法など、実習形式にて学べ
ます。

白髪世代が若返る
ヘアカラー講座②【全２回】 全ての方 11/16（木） 19:00～

21:00
ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

白髪世代に対しての若返りデザインのポイン
トや色のご提案方法など、実習形式にて学べ
ます。

他ではやらない！
ヘアカラー実践テクニック 全ての方 11/20（月） 19:00～

21:00資生堂 外部講師 ￥2,200
通常のセミナーではなかなか見ない、ちょっ
と尖ったカラーセミナーです。ハイトーンカ
ラーのテクニックを展示形式にて学べます。

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

北見

コピーパーマ【全２回】 Jrスタイリスト
～

アリミノ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
お客様のこうなりたいという画像を分析し、
実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

19:00～
21:00

似合わせのイメージワードと
トレンドカット【全２回】

Jrスタイリスト
～

資生堂
インストラクター ￥3,300全2回

セット
似合わせの理論、ベストマッチングを２回コー
スにて総合的に学べます。

19:00～
21:00

白髪世代が若返る
ヘアカラー講座【全２回】 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

白髪世代に対しての若返りデザインのポイン
トや色のご提案方法など、実習形式にて学べ
ます。

19:00～
21:00



毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識①
【全2回】

全ての方 7/5（水） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥2,200全2回

セット
サロンワークに必要な知識を基礎から分かり
やすく学ぶセミナーです。

毛髪理論・薬剤知識・
カラー基礎知識②
【全2回】

全ての方 8/23（水） 19:00～
21:00

ナプラ
インストラクター ￥2,200全2回

セット
サロンワークに必要な知識を基礎から分かり
やすく学ぶセミナーです。

ＳNS活用のための
イメージ共有セミナー 全ての方 5/31（水） 19:00～

21:00
ナプラ

インストラクター ￥2,200
SNSでスタイルをだしてはいるが、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。

基礎から学ぶ
展開図とBASICCUT
× orga①【全3回】

スタイリスト～ 6/6（火） 13:00～
16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回

セット
人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

基礎から学ぶ
展開図とBASICCUT
× orga②【全3回】

スタイリスト～ 6/27（火） 13:00～
16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回

セット
人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

基礎から学ぶ
展開図とBASICCUT
× orga③【全3回】

スタイリスト～ 7/25（火） 13:00～
16:00orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回

セット
人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹 ①

【全2回】

Jrスタイリスト
～ 10/3（火） 12:00～

16:00
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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 全ての方 11/7（火） 19:00～

21:00クラシエ 外部講師 ￥3,300
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。

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹 ②

【全2回】

Jrスタイリスト
～ 11/7（火） 12:00～

16:00
PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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
に必ず役に立ちます。

イマドキデザインカラー 全ての方 3/15（水） 19:00～
21:00

ウエラ
インストラクター ￥3,300

少ないパネル枚数で効果的にデザインするテ
クニックを実習形式にて学べます。トレンドに
合わせて単価ＵＰにつながるセミナーです。

「得意なこと」を伸ばして
強みを持とう

必ずハイトーンカラーに自信が持てる！
全ての方 5/22（月） 19:00～

21:30

ZATZ
HAIR CREATE
杉森 賢 氏

￥3,300
キレイで的確な施術をする為のブリーチの理
論・注意点、基礎テクニックを展示形式にて
学べます。

KUSHIRO
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

クリエイション 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！！

カラーブランディングセミナー
in 根室 全ての方 6/12（月） 19:00～

21:00

ZATZ
HAIR CREATE
杉森 賢 氏

￥3,300
ワンランク上のカラーテクニックとデザイン
を、展示形式で披露します。カラースキルの
レベルアップにつながります。

毛髪理論・薬剤知識
カラー基礎知識
【全2回】

全ての方 ナプラ
インストラクター ￥2,200全2回

セット
サロンワークに必要な知識を基礎から分かり
やすく学ぶセミナーです。

19:00～
21:00

PEEK-A-BOO 上達するカットと
ブローの法則 × 関 直樹

【全2回】

Jrスタイリスト
～

PEEK-A-BOO
関 直樹 氏 ￥39,600全2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
に必ず役に立ちます。

12:00～
16:00

基礎から学ぶ
展開図とBASICCUT
× orga【全3回】

スタイリスト～ orga 森 祐仁 氏 ￥26,400全3回
セット

人気のカリキュラム、展開図から学ぶベー
シックセミナー

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。

高付加価値酸性ストレート 全ての方 4/5（水） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥2,200 酸性とアルカリの違いや、酸性でのテクニッ

クポイントを展示形式にて学べます。

コピーパーマ①【全2回】 全ての方 5/12（金） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
お客様のこうなりたいという画像を分析し、
実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

コピーパーマ②【全2回】 全ての方 6/16（金） 19:00～
21:00

アリミノ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
お客様のこうなりたいという画像を分析し、
実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

1日でストレートパーマの
技術を理解する 全ての方 9/21（木） 19:00～

21:00
ルベル

インストラクター ￥2,200
クセ毛の原因と種類、カウンセリングポイント
と薬剤選定・塗布・アイロン操作のポイントを
学びます。

成人式のアップスタイルの
ポイント × Atelier ma’am 全ての方 10/23（月） 19:00～

21:30
Atelier ma’am
富井 孝子 氏 ￥5,500 成人式のアップスタイルのトレンドや技術的

なお悩みを解消できるセミナーです。

健やかな髪を育む
ヘッドスパ講習①【全3回】 全ての方 6/8（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥6,600全3回
セット

心も身体も癒されるヘッドスパ。小人数限定
の座学と実習セミナーです。最高の癒しテク
ニックを学べます。

健やかな髪を育む
ヘッドスパ講習②【全3回】 全ての方 6/22（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥6,600全3回
セット

心も身体も癒されるヘッドスパ。小人数限定
の座学と実習セミナーです。最高の癒しテク
ニックを学べます。

健やかな髪を育む
ヘッドスパ講習③【全3回】 全ての方 7/6（木） 19:00～

21:00
資生堂

インストラクター ￥6,600全3回
セット

心も身体も癒されるヘッドスパ。小人数限定
の座学と実習セミナーです。最高の癒しテク
ニックを学べます。

店販活性化セミナー 全ての方 5/25（木） 19:00～
21:00

ミルボン
インストラクター ￥2,200

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。

パーマ 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

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

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 別途案内ミルボン

インストラクター 別途案内 ブリーチ＆インナーデザインの技術力を高め
る実践形式のセミナーです。

カラー 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

脱白髪染めセミナー 全ての方 8/24（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。

ブリーチデザインカラーセミナー 全ての方 10/16（月） 19:30～
21:30

Z salon
小野 恵一 氏 ￥3,300 ブリーチワーク！これからのカラーデザインに

とって重要な要素を学ぶセミナーです。

今まで出来なかった
「単価アップカラー」セミナー 全ての方 11/15（水） 19:00～

21:00
サニープレイス
インストラクター ￥1,650 夢の白髪染め！全く新しい発想の白髪染めで

くすんだ白髪に若さを取り戻します。

釧路

コピーパーマ【全2回】 全ての方 アリミノ
インストラクター ￥3,300全2回

セット
お客様の「こうなりたい」という画像を分析
し、実際にウィッグ実習にて学んで頂きます。

19:00～
21:00

健やかな髪を育む
ヘッドスパ講習　【全3回】 全ての方 資生堂

インストラクター ￥6,600全3回
セット

心も身体も癒されるヘッドスパ。小人数限定
の座学と実習セミナーです。最高の癒しテク
ニックを学べます。

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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