
2023 SEMINAR SCHEDULE 2023セミナースケジュール

※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。

1 January
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

元日／成人の日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2 February
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

建国記念の日／天皇誕生日

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

3 March
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

春分の日

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

4 April
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

昭和の日

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

5 May
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

憲法記念日／みどりの日／こどもの日

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

6 June
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

7 July
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

海の日

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

8 August
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

山の日

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

9 September
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

敬老の日／秋分の日 スポーツの日

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

10 October
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

11 November
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

文化の日／勤労感謝の日

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

12 December
Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sa t

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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※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。

札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介　【vol 1 Day1】 千代田スタジオ 松山 優介 氏1/31（火）10:00～17:00 ￥41,800
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介　【vol 1 Day2】 千代田スタジオ 松山 優介 氏2/1（水）10:00～17:00 ￥41,800
札幌 カット ベーシックカットセミナー × COURAGE①

【全２回】 講師／COURAGE 寒藤 光平 氏2/7（火）11:00～16:00 全2回セット ￥13,200
札幌 その他  ナプラ  DREAMPLUS2023

1次フォト審査締め切り2/10（金） 別途案内
旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅲ × 野村 新吾 in 旭川 フォトグラファー 野村 新吾 氏2/13（月）10:00～ ￥33,000
札幌 カット ベーシックカットセミナー × COURAGE②

【全２回】 講師／COURAGE 寒藤 光平 氏2/28（火）11:00～16:00 全2回セット ￥13,200
札幌 カラー 基礎を固めるウィービングテクニック 講師／b-ex インストラクター3/9（木）20:00～22:00 ￥1,320
苫小牧 知識・教養 シーズントレンドセミナー 2023 春夏 講師／ウエラ インストラクター3/9（木）19:00～21:00 ￥2,200
釧路 カラー イマドキデザインカラー 講師／ウエラ インストラクター3/15（水）19:00～21:00 ￥3,300
帯広 カラー ハイトーンスペシャリスト①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター3/16（木）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
北見 カット 三度の飯よりボブカットセミナー × 枝村 仁 講師／PATINA 枝村 仁 氏3/20（月）19:00～21:00 ￥3,300
札幌 メイク メンズアイブロウ ＆ フェイシャル前髪デザイン 講師／salon77 kinta 氏3/23（木）20:00～22:30 ￥2,200
苫小牧 カラー ブリーチ攻略セミナー 講師／ウエラ インストラクター3/23（木）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 カット SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏①【全3回】 講師／SNIPS 由藤 秀樹 氏3/28（火）11:00～14:30 全3回セット￥55,000
旭川 フォトシューティング 撮影会 × 松山優介 in 旭川 【vol 1 Day1】 千代田スタジオ 松山 優介 氏3/29（水）10:00～ ￥41,800
旭川 フォトシューティング 撮影会 × 松山優介 in 旭川 【vol 1 Day2】 千代田スタジオ 松山 優介 氏3/30（木）10:00～ ￥41,800
釧路 パーマ 高付加価値酸性ストレート 講師／アリミノ インストラクター4/5（水）19:00～21:00 ￥2,200
苫小牧 デザインワーク 【全3回】似合わせ理論コンプリートパック①4/6（木）19:00～21:00 ￥5,500
苫小牧 デザインワーク バングメソッド 講師／資生堂インストラクター4/6（木）19:00～21:00 ￥2,200
北見 カラー ブリーチの極み 講師／ルベル 外部講師4/10（月）13:00～18:00 ￥5,500
旭川 着付・セットアップ 春夏おススメアレンジセミナー × Atelier ma’am 講師／Atelier ma’am

　　　富井 孝子 氏4/10（月）19:00～22:00 ￥5,900
札幌 メイク フェイスクリエータープログラム

「メイクアップ基礎～応用」①【全3回】 講師／ウトワ インストラクター4/11（火）12:00～17:00 全3回セット ￥19,800

帯広 クリエイション Siika STUDIO LIVE × サトーマリ 講師／Siika サトーマリ 氏4/11（火）13:00～16:00 ￥4,950
帯広 カラー ハイトーンスペシャリスト②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター4/13（木）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
札幌 クリエイション SABFA 北海道スクール2023 × ガモウ北海道①

【全5回】 講師／SABFA講師 門馬 宏一 氏4/17（月）13:00～16:00 全5回セット ￥187,000
北見 カラー 最新の韓国ヘアデザインの作り方 講師／ミルボン 外部講師4/17（月）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 知識・教養 北海道ガモウ大学講座 講師／木山 裕策 氏4/18（火）14:00～16:00 ￥4,400
札幌 クリエイション SABFA 北海道スクール2023 × ガモウ北海道②

【全5回】 講師／SABFA講師 門馬 宏一 氏4/18（火）10:00～16:00 全5回セット ￥187,000

札幌 カット SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏②【全3回】 講師／SNIPS 由藤 秀樹 氏4/25（火） 全3回セット￥55,000

函館 デザインワーク STUDIO LIVE × GOALD 米田 星慧 講師／GOALD 米田 星慧 氏4/18（火）11:00～16:00 ￥4,400

江別 カラー トレンドカラーデザイン　春夏編 講師／ウエラ インストラクター4/19（水）19:00～21:30 ￥1,320
江別 カラー トレンドカラーデザイン　春夏編 ＆ 秋冬編① 講師／ウエラ インストラクター4/19（水）19:00～21:30 ￥2,200

札幌 その他 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 社員4/19（水）20:00～22:00 ￥1,320

札幌 ヘア・頭皮ケア 新たな顧客を創造する、
エイジングヘッドスパセミナー 講師／ナプラ インストラクター4/20（木）20:00～22:00 ￥1,320

旭川 カラー 脱白髪染めを可能にするテクニック①【全3回】 講師／ホーユー インストラクター4/20（木）19:00～21:00 全3回セット ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター初級育成セミナー 函館【春】 講師／デミインストラクター4/20（木）18:00～20:00 ￥1,320
函館 その他 ヘアケアマイスター 中級育成セミナー 函館【春】 講師／デミインストラクター4/20（木）20:00～22:00 ￥2,200
苫小牧 カラー ハイトーンレシピ研究所 講師／ウエラ インストラクター4/20（木）19:00～21:00 ￥2,200
旭川 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio①【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏4/24（月）12:00～18:00 全2回セット ￥8,800

札幌 パーマ 理解＆実践、酸性ストレートを身につける 講師／アリミノ インストラクター4/25（火）13:00～17:00 ￥1,320
苫小牧 カット ベーシックカットセミナー × zero hair 講師／zero hair 蓑島 竜二 氏4/25（火）13:00～16:00 ￥6,600
札幌 その他 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 社員4/26（水）20:00～22:00 ￥2,200
北見 パーマ 高付加価値　酸性ストレート 講師／アリミノ インストラクター4/26（水）18:30～21:30 ￥2,200
札幌 フォトシューティング 撮影会 × 松山 優介　【vol 3】 千代田スタジオ 松山 優介 氏4/27（木）10:00～17:00 別途案内
札幌 フォトシューティング 撮影会Ⅱ × 井関氏 講師／ペリカンウエスト

　　　井関 雅也 氏5/2（火）10:00～19:00 ￥38,500
札幌 メイク フェイスクリエータープログラム

「メイクアップ基礎～応用」②【全3回】 講師／ウトワ インストラクター5/9（火）12:00～17:00 全3回セット ￥19,800
札幌 デザインワーク GOALD STUDIO LIVE × 中村トメ吉 講師／GOALD 中村 トメ吉 氏5/9（火）13:00～15:30 ￥5,500
帯広 フォトシューティング シューティングワーク × 梅津 正太 フォトグラファー 梅津 正太 氏5/9（火）10:00～ ￥39,800
北見 デザインワーク 似合わせのイメージワードとトレンドカット①

【全２回】 講師／資生堂 インストラクター5/10（水）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
苫小牧 デザインワーク 【全3回】似合わせ理論コンプリートパック②5/11（木）19:00～21:00 ￥5,500
苫小牧 デザインワーク 似合わせを理論から学ぶ 講師／資生堂 インストラクター5/11（木）19:00～21:00 ￥2,200
釧路 パーマ コピーパーマ①【全2回】 講師／アリミノ インストラクター5/12（金）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
札幌 カット SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏③【全3回】 講師／SNIPS 由藤 秀樹 氏5/16（火） 全3回セット￥55,000
江別 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga①

【全２回】 講師／orga 森 祐仁 氏5/16（火）10:00～16:00 全2回セット ￥13,750
札幌 カラー 売れるカラーデザインテクニック　春夏編 講師／ウエラ インストラクター5/16（火）13:00～17:00 ￥1,320
札幌 カラー 売れるカラーデザインテクニック

春夏編 ＆ 秋冬編①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター5/16（火）13:00～17:00 全2回セット ￥2,200
北見 カラー インナーカラーバリエーション 講師／ミルボン インストラクター5/16（火）15:00～18:30 ￥3,300
帯広 クリエイション フォトセッション ＮＵＭＢＥＲ ＮＩＮＥ × 帯廣美容所 講師／吉田氏・丹野氏5/16（火）13:00～17:00 ￥3,300
江別 パーマ 高付加価値酸性ストレート 講師／アリミノ インストラクター5/17（水）18:30～21:30 ￥1,320
北見 ヘア・頭皮ケア しっかりとヘッドスパを学んでみる【春ケア】 講師／ナプラ インストラクター5/22（月）13:00～16:00 ￥3,300
釧路 カラー 「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！
講師／ZATZ HAIR CREATE
　　　杉森　賢 氏5/22（月）19:00～21:30 ￥3,300

札幌 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 札幌【春】5/23（火） ￥4,400
札幌 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 札幌【春】5/23（火） ￥4,400
札幌 その他 ヘアケアマイスター マイスター2次試験 札幌【春】5/23（火） ￥8,800
札幌 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 札幌【春】5/23（火） ￥4,400
旭川 カラー 武器づくりセミナー　ホワイトカラーの作り方 講師／ミルボン 外部講師5/23（火）13:00～17:00 ￥2,750
旭川 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 旭川【春】5/23（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 旭川【春】5/23（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター マイスター2次試験 旭川【春】5/23（火） ￥8,800
旭川 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 旭川【春】5/23（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 帯広【春】5/23（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 帯広【春】5/23（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター マイスター2次試験 帯広【春】5/23（火） ￥8,800
帯広 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 帯広【春】5/23（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 函館【春】5/23（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 函館【春】5/23（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター マイスター２次試験 函館【春】5/23（火） ￥8,800
函館 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 函館【春】5/23（火） ￥4,400
苫小牧 カラー カラーデザインテクニック × SWAN in 千歳 講師／SWAN 白鳥 二志 氏5/23（火）13:00～17:00 ￥3,300
札幌 パーマ 高い再現性を目指す、喜ばれるコピーパーマ①

【全2回】 講師／アリミノ インストラクター5/24（水）20:00～22:00 全2回セット ￥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 講師／ミルボン インストラクター5/25（木）19:00～21:00 ￥2,200
旭川 カラー 脱白髪染めを可能にするテクニック②【全3回】 講師／ホーユー インストラクター5/25（木）19:00～21:00 全3回セット ￥4,400
苫小牧 パーマ ストレートベーシックセミナー 講師／ナプラ インストラクター5/25（木）19:00～21:00 ￥2,200

旭川 ヘア・頭皮ケア ヘッドスパ成功店に学ぶ × emilio②【全2回】 講師／emilio 原田 麻衣 氏5/29（月）12:00～18:00 全2回セット ￥8,800
札幌 クリエイション SABFA 北海道スクール2023 × ガモウ北海道③

【全5回】 講師／SABFA講師 門馬 宏一 氏5/30（火）10:00～16:00 全5回セット ￥187,000
札幌 カット 流れを掴むシーズントレンド＆カット　春夏 講師／資生堂 インストラクター5/30（火）13:00～16:00 ￥1,980
札幌 カット 流れを掴むシーズントレンド＆カット　春夏 ＆ 秋冬①

【全2回】 講師／資生堂 インストラクター5/30（火）13:00～16:00 全2回セット ￥3,300
帯広 サービス・コミュニケーション 新人教育 2023 講師／ミルボン インストラクター5/30（火）10:30～15:00 ￥2,200
苫小牧 カラー カラーコントロール 1DAYS 講師／ミルボン インストラクター5/30（火）13:00～17:00 ￥2,200
釧路 クリエイション ＳNS活用のためのイメージ共有セミナー 講師／ナプラ インストラクター5/31（水）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 その他 やってみよう!①【全4回】

《初級者向け技術フォローアップセミナ》 講師／資生堂 インストラクター6/1（木）20:00～22:00 ￥3,300

帯広 ヘア・頭皮ケア 毛髪理論・薬剤知識・カラー基礎知識①【全3回】 講師／ナプラ インストラクター6/1（木）19:00～21:00 全3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　【vol 4】 講師／千代田スタジオ

　　　松山 優介 氏6/2（金）10:00～17:00 ￥41,800
札幌 その他  ミルボン  DA-FIT-①6/5（月） 別途案内
札幌 その他  ナプラ  DREAMPLUS2023

北海道エリアファイナル6/6（火） 別途案内
札幌 その他  ミルボン  DA-FIT-②6/6（火） 別途案内
釧路 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga①

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏6/6（火）13:00～16:00 全3回セット￥26,400
北見 デザインワーク 似合わせのイメージワードとトレンドカット②

【全２回】 講師／資生堂 インストラクター6/7（水）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
釧路 ヘア・頭皮ケア 健やかな髪を育むヘッドスパ講習①【全3回】 講師／資生堂 インストラクター6/8（木）19:00～21:00 全3回セット ￥6,600
苫小牧 デザインワーク 【全3回】似合わせ理論コンプリートパック③6/8（木）19:00～21:00 ￥5,500
苫小牧 デザインワーク 似合わせの為のイメージワードの深堀り 講師／資生堂 インストラクター6/8（木）19:00～21:00 ￥2,200
釧路 カラー カラーブランディングセミナー in 根室 講師／ZATZ HAIR CREATE

　　　杉森　賢 氏6/12（月）19:00～21:00 ￥3,300
札幌 カット PEEK-A-BOO CUT&BLOW × 川島 文夫 ①

【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏6/13（火）8:30～11:30 全2回セット￥46,200
札幌 メイク フェイスクリエータープログラム

「メイクアップ基礎～応用」③【全3回】 講師／ウトワ インストラクター6/13（火）12:00～17:00 全3回セット ￥19,800
函館 カラー カラーデザインテクニック × SWAN①【全2回】 講師／SWAN 白鳥 二志 氏6/13（火）13:00～16:00 全2回セット別途案内
札幌 カラー ダメージさせないためのブリーチ攻略セミナー 講師／ウエラ インストラクター6/15（木）20:00～22:30 ￥1,320
札幌 カラー ブリーチ＆ハイトーン攻略研究セミナー①【全2回】 講師／ウエラ インストラクター6/15（木）20:00～22:30 全2回セット ￥2,200
釧路 パーマ コピーパーマ②【全2回】 講師／アリミノ インストラクター6/16（金）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
江別 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga②

【全２回】 講師／orga 森 祐仁 氏6/20（火）10:00～16:00 全2回セット ￥13,750
苫小牧 カット 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 全2回セット ￥13,200
苫小牧 カット CUT ACADEMY＠苫小牧 × COURAGE 講師／COURAGE 寒藤 光平 氏6/20（火）13:00～16:00 ￥8,250

江別 カラー ブリーチ攻略セミナー 講師／ウエラ インストラクター6/21（水）19:00～21:30 ￥1,320
江別 カラー ブリーチ攻略 ＆ ハイトーンカラーレシピ① 講師／ウエラ インストラクター6/21（水）19:00～21:30 ￥2,200

札幌 パーマ 高い再現性を目指す、喜ばれるコピーパーマ②
【全2回】 講師／アリミノ インストラクター6/21（水）20:00～22:00 全2回セット ￥2,200

釧路 ヘア・頭皮ケア 健やかな髪を育むヘッドスパ講習②【全3回】 講師／資生堂 インストラクター6/22（木）19:00～21:00 全3回セット ￥6,600
旭川 カラー 武器づくりセミナー　インナーカラーバリエーション 講師／ミルボン インストラクター6/22（木）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 クリエイション SABFA 北海道スクール2023 × ガモウ北海道④

【全5回】 講師／SABFA講師 門馬 宏一 氏6/27（火）10:00～ 全5回セット ￥187,000
江別 カラー 脱白髪染めセミナー 講師／シュワルツコフ インストラクター6/27（火）13:00～16:00 ￥2,200
北見 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹①【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏6/27（火）9:30～13:30 全2回セット￥39,600
釧路 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga②

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏6/27（火）13:00～16:00 全3回セット￥26,400
札幌 クリエイション 特別撮影会 × 柳岡 創平 講師／フォトグラファー 柳岡 創平 氏6/28（水）10:00～19:00 ￥22,000
札幌 サービス・コミュニケーション 誰にでも使える、明日から使える店販攻略セミナー 講師／ホーユー インストラクター6/28（水）20:00～22:00 ￥1,320
北見 カラー これから始める脱白髪染め 講師／シュワルツコフ インストラクター6/28（水）19:00～21:00 ￥2,200
函館 カラー カラー塗布の基礎テクニック 講師／アリミノ インストラクター6/28（水）19:00～21:00 ￥1,650
札幌 その他 やってみよう!②【全4回】

《初級者向け技術フォローアップセミナ》 講師／資生堂 インストラクター6/29（木）20:00～22:00 ￥3,300
旭川 カラー 脱白髪染めを可能にするテクニック③【全3回】 講師／ホーユー インストラクター6/29（木）19:00～21:00 全3回セット ￥4,400
苫小牧 カラー 脱白髪染めセミナー 講師／シュワルツコフ インストラクター6/29（木）19:00～21:00 ￥2,200
帯広 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹①【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏7/4（火）13:00～17:00 全3回セット￥49,500
北見 カラー イマドキのデザインカラー 講師／ウエラ インストラクター7/5（水）19:00～21:00 ￥3,300
釧路 知識・教養 毛髪理論・薬剤知識・カラー基礎知識①【全2回】 講師／ナプラ インストラクター7/5（水）19:00～21:00 全2回セット ￥2,200
札幌 カラー ハイトーンカラーレシピ研究所 講師／ウエラ インストラクター7/6（木）20:00～22:30 ￥1,320
札幌 カラー ブリーチ＆ハイトーン攻略研究セミナー②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター7/6（木）20:00～22:00 全2回セット ￥2,200
釧路 ヘア・頭皮ケア 健やかな髪を育むヘッドスパ講習③【全3回】 講師／資生堂 インストラクター7/6（木）19:00～21:00 全3回セット ￥6,600
旭川 デザインワーク 似合わせのためのイメージワードの深堀①【全2回】 講師／資生堂 インストラクター7/6（木）19:00～21:00 全2回セット ￥4,400
帯広 ヘア・頭皮ケア 毛髪理論・薬剤知識・カラー基礎知識②【全3回】 講師／ナプラ インストラクター7/6（木）19:00～21:00 全3回セット ￥3,300
札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永英樹①【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏7/11（火）10:30～16:00 全3回セット￥48,000
札幌 カラー メニュー特化で使える『インナーカラーバリエーション』 講師／ミルボン インストラクター7/11（火）13:00～17:00 ￥1,320
帯広 カラー THE 酸性ストレート 講師／アリミノ インストラクター7/11（火）19:00～22:00 ￥3,300
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2回】講師／interaction hair design

　　　江崎 弘樹 氏7/11（火）11:00～16:00 全2回セット￥27,500
江別 カラー ハイトーンカラーレシピ 講師／ウエラ インストラクター7/12（水）19:00～21:30 ￥1,320
江別 カラー ブリーチ攻略 ＆ ハイトーンカラーレシピ② 講師／ウエラ インストラクター7/12（水）19:00～21:30 ￥2,200
北見 パーマ コピーパーマ①【全２回】 講師／アリミノ インストラクター7/12（水）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
苫小牧 カット 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 全2回セット ￥13,200
苫小牧 カット CUT ACADEMY＠千歳 × zero hair 講師／zero hair 蓑島 竜二 氏7/18（火）13:00～16:00 ￥8,250
函館 セット ドライ＆ブローの基礎テクニック 講師／アリミノ インストラクター7/19（水）19:00～21:00 ￥1,650
帯広 カラー インナーカラーバリエーション①【全2回】 講師／ミルボン インストラクター7/20（木）19:00～22:00 全2回セット ￥5,500
札幌 クリエイション SABFA 北海道スクール2023 × ガモウ北海道⑤

【全5回】 講師／SABFA講師 門馬 宏一 氏7/25（火）10:00～13:00 全5回セット ￥187,000
北見 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹②【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏7/25（火）9:30～13:30 全2回セット￥39,600
釧路 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga③

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏7/25（火）13:00～16:00 全3回セット￥26,400
旭川 カット 三度の飯よりボブが好き × 枝村 仁 講師／PATINA 枝村 仁 氏7/25（火） 別途案内
札幌 その他 やってみよう!③【全4回】

《初級者向け技術フォローアップセミナ》 講師／資生堂 インストラクター7/27（木）20:00～22:00 ￥3,300
帯広 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹②【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏8/1（火）13:00～17:00 全3回セット￥49,500
札幌 パーマ メンズ似合わせスタイリッシュパーマ 講師／hair hinomaru

　　　山田 恭久 氏8/3（木）20:00～22:00 ￥2,200
帯広 カラー インナーカラーバリエーション②【全2回】 講師／ミルボン インストラクター8/3（木）19:00～22:00 全2回セット ￥5,500
北見 クリエイション お客様とのなりたいイメージ共有 × U-YU 講師／U-YU 山下 大器 氏8/7（月）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永英樹②【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏8/8（火）10:30～16:00 全3回セット￥48,000
函館 カット クリエイティブカットデザイン × 江崎弘樹②【全2回】講師／interaction hair design

　　　江崎 弘樹 氏8/8（火）11:00～16:00 全2回セット￥27,500
江別 カラー トレンドカラーデザイン　秋冬編 講師／ウエラ インストラクター8/23（水）19:00～21:30 ￥1,320
江別 カラー トレンドカラーデザイン　春夏編 ＆ 秋冬編② 講師／ウエラ インストラクター8/23（水）19:00～21:30 ￥2,200
北見 パーマ 縮毛矯正の秘密テクニック 講師／サニープレイス

　　　インストラクター8/23（水）18:30～21:30 ￥2,200
釧路 知識・教養 毛髪理論・薬剤知識・カラー基礎知識②【全2回】 講師／ナプラ インストラクター8/23（水）19:00～21:00 全2回セット ￥2,200
函館 パーマ パーマ理論＆巻き方 講師／アリミノ インストラクター8/23（水）19:00～21:00 ￥1,650
札幌 その他 やってみよう!④【全4回】

《初級者向け技術フォローアップセミナ》 講師／資生堂 インストラクター8/24（木）20:00～22:00 ￥3,300
釧路 カラー 脱白髪染めセミナー 講師／シュワルツコフ インストラクター8/24（木）19:00～21:00 ￥2,200
旭川 デザインワーク 似合わせのためのイメージワードの深堀②【全2回】 講師／資生堂 インストラクター8/24（木）19:00～21:00 全2回セット ￥4,400
帯広 ヘア・頭皮ケア 毛髪理論・薬剤知識・カラー基礎知識③【全3回】 講師／ナプラ インストラクター8/24（木）19:00～21:00 全3回セット ￥3,300

北見 パーマ コピーパーマ②【全２回】 講師／アリミノ インストラクター8/30（水）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
札幌 ＨＤＣ HDC 20239/5（火） 別途案内
札幌 ＨＤＣ HHA 20239/5（火） 別途案内
北見 着付・セットアップ 成人式のアップスタイルのポイント

× Atelier ma’am
講師／Atelier ma’am
　　　富井 孝子 氏9/11（月）18:30～21:00 ￥5,500

帯広 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則
× 関 直樹③【全3回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏9/12（火）13:00～17:00 全3回セット￥49,500

苫小牧 知識・教養 シーズントレンドセミナー 2023 秋冬 講師／ウエラ インストラクター9/14（木）19:00～21:00 ￥2,200
苫小牧 パーマ コピーパーマ①【全2回】 講師／アリミノ インストラクター9/20（水）19:00～21:00 全2回セット ￥2,200
釧路 パーマ 1日でストレートパーマの技術を理解する 講師／ルベル インストラクター9/21（木）19:00～21:00 ￥2,200
函館 その他 ヘアケアマイスター 初級育成セミナー 函館【秋】 講師／デミインストラクター9/21（木）18:00～20:00 ￥1,320
函館 その他 ヘアケアマイスター中級育成セミナー 函館【秋】 講師／デミインストラクター9/21（木）20:00～22:00 ￥2,200
北見 カット メンズグルーミング～男性の身だしなみ①【全２回】 講師／資生堂 外部講師9/25（月）18:30～21:00 全2回セット ￥3,300
北見 カラー ミセスのブリーチデザイン in 中標津 講師／ルベル 外部講師9/25（月）19:00～21:00 ￥3,300
札幌 カット ABBEY THE CUT × 松永英樹③【全3回】 講師／ABBEY 松永 英樹 氏9/26（火）10:30～16:00 全3回セット￥48,000
札幌 その他  ミルボン  DA-PRO＆NEXT【東京】9/26（火） 別途案内
帯広 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga①

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏9/26（火）10:00～16:00 全3回セット￥26,400
苫小牧 カラー カラーデザインテクニック × SWAN in 苫小牧 講師／SWAN 白鳥 二志 氏9/26（火）13:00～17:00 ￥3,300
函館 サービス・コミュニケーション 新卒研修 講師／b-ex インストラクター9/27（水）19:00～21:00 ￥1,650
札幌 その他 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 社員9/28（木）20:00～22:00 ￥1,320
旭川 カット 似合わせ理論から学ぶトレンドカット 講師／資生堂 インストラクター9/28（木）19:00～21:00 ￥3,300
札幌 カット 流れを掴むシーズントレンド＆カット　秋冬 講師／資生堂 インストラクター10/3（火）13:00～16:00 ￥1,980
札幌 カット 流れを掴むシーズントレンド＆カット　春夏 ＆ 秋冬②

【全2回】 講師／資生堂 インストラクター10/3（火）13:00～16:00 全2回セット ￥3,300
札幌 カラー kakimoto arms color seminar × 岩上 晴美

【展示】 講師／kakimoto arms 岩上 晴美 氏10/3（火）10:00～12:00 ￥3,300
札幌 カラー kakimoto arms color seminar × 岩上 晴美

【実技】 講師／kakimoto arms 岩上 晴美 氏10/3（火）13:00～16:00 ￥6,600
釧路 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹 ①【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏10/3（火）12:00～16:00 全2回セット￥39,600
函館 カラー カラーデザインテクニック × SWAN②【全2回】 講師／SWAN 白鳥 二志 氏10/3（火）13:00～16:00 全2回セット別途案内
北見 パーマ メンズに支持されるデザインワーク 講師／ルベル 外部講師10/4（水）18:30～21:00 ￥2,200
苫小牧 パーマ コピーパーマ②【全2回】 講師／アリミノ インストラクター10/4（水）19:00～21:00 全2回セット ￥2,200
札幌 その他 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 社員10/5（木）20:00～22:00 ￥2,200
旭川 カラー ブリーチ実践テクニック 講師／ウエラ インストラクター10/5（木）19:00～21:00 ￥2,200
札幌 カット PEEK-A-BOO CUT&BLOW × 川島 文夫 ②

【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏10/10（火）8:30～11:30 全2回セット￥46,200
苫小牧 デザインワーク クリエイションから考えるフィニッシュワーク 講師／資生堂外部講師10/10（火）13:00～16:00 別途案内
釧路 カラー ブリーチデザインカラーセミナー 講師／Z salon 小野 恵一 氏10/16（月）19:30～21:30 ￥3,300
札幌 その他  ナプラ  DREAMPLUS2023

ファイナル（全国大会）10/17（火） 別途案内
帯広 着付・セットアップ 2023「あれんじすたいる」× かあこ 講師／こべや かあこ 氏10/17（火）12:00～16:00 ￥13,200
北見 カラー 白髪世代が若返るヘアカラー講座①【全２回】 講師／ウエラ インストラクター10/19（木）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
旭川 マネジメント 今だからこそのSNS活用法 講師／ナプラ インストラクター10/19（木）19:00～21:00 ￥1,650
苫小牧 メイク アイブロウベーシックセミナー 講師／UTOWAインストラクター10/19（木）19:00～21:00 ￥3,300
北見 ヘア・頭皮ケア しっかりとヘッドスパを学んでみる【秋ケア】 講師／ナプラ インストラクター10/23（月）13:00～16:00 ￥3,300
釧路 着付・セットアップ 成人式のアップスタイルのポイント

× Atelier ma’am
講師／Atelier ma’am
　　　富井 孝子 氏10/23（月）19:00～21:30 ￥5,500

旭川 着付・セットアップ 秋冬おススメアレンジセミナー × Atelier ma’am 講師／Atelier ma’am
　　　富井 孝子 氏10/23（月）19:00～22:00 ￥5,900

札幌 フォトシューティング 撮影会Ⅲ 【vol 1】10/24（火）10:00～19:00 別途案内
札幌 カラー 売れるカラーデザインテクニック　秋冬編 講師／ウエラ インストラクター10/24（火）13:00～17:00 ￥1,320
札幌 カラー 売れるカラーデザインテクニック

春夏編 ＆ 秋冬編②【全2回】 講師／ウエラ インストラクター10/24（火）13:00～17:00 全2回セット ￥2,200
札幌 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 札幌【秋】10/24（火） ￥4,400
札幌 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 札幌【秋】10/24（火） ￥4,400
札幌 その他 ヘアケアマイスター マイスター1次試験 札幌【秋】10/24（火） ￥4,400
札幌 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 札幌【秋】10/24（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 旭川【秋】10/24（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 旭川【秋】10/24（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター マイスター1次試験 旭川【秋】10/24（火） ￥4,400
旭川 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 旭川【秋】10/24（火） ￥4,400
帯広 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga②

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏10/24（火）10:00～16:00 全3回セット￥26,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 帯広【秋】10/24（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 帯広【秋】10/24（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター マイスター1次試験 帯広【秋】10/24（火） ￥4,400
帯広 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 帯広【秋】10/24（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター プライマリー試験 函館【秋】10/24（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター ミドル試験 函館【秋】10/24（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター マイスター１次試験 函館【秋】10/24（火） ￥4,400
函館 その他 ヘアケアマイスター ポーラスター試験 函館【秋】10/24（火） ￥4,400
札幌 ヘア・頭皮ケア バリ式ヘッドスパ取得セミナー①【全2回】 講師／ハホニコ インストラクター10/31（火）12:00～18:00 全2回セット ￥3,300
北見 カット メンズグルーミング～男性の身だしなみ②【全２回】 講師／資生堂 外部講師11/6（月）18:30～21:00 全2回セット ￥3,300
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 講師／クラシエ 外部講師11/7（火）19:00～21:00 ￥3,300
釧路 カット PEEK-A-BOO 上達するカットとブローの法則

× 関 直樹 ②【全2回】 講師／PEEK-A-BOO 関 直樹 氏11/7（火）12:00～16:00 全2回セット￥39,600
函館 デザインワーク SPECIAL SEMINAR

【展示】 × snob 金谷 二郎 講師／snob 金谷 二郎 氏11/7（火） ￥4,400
函館 デザインワーク SPECIAL SEMINAR

【展示＆実技】 × snob 金谷 二郎 講師／snob 金谷 二郎 氏11/7（火） ￥12,100
札幌 カット 第4回 川島文夫杯 講師／PEEK-A-BOO 川島 文夫 氏11/14（火） 別途案内
北見 ヘア・頭皮ケア 今の育毛を知る 講師／資生堂 インストラクター11/15（水）19:00～21:00 ￥2,200
釧路 カラー 今まで出来なかった「単価アップカラー」セミナー 講師／サニープレイス

　　　インストラクター11/15（水）19:00～21:00 ￥1,650
北見 カラー 白髪世代が若返るヘアカラー講座②【全２回】 講師／ウエラ インストラクター11/16（木）19:00～21:00 全2回セット ￥3,300
北見 カラー 他ではやらない！ヘアカラー実践テクニック 講師／資生堂 外部講師11/20（月）19:00～21:00 ￥2,200

札幌 ヘア・頭皮ケア バリ式ヘッドスパ取得セミナー②【全2回】 講師／ハホニコ インストラクター11/21（火）12:00～18:00 全2回セット ￥3,300
札幌 その他  ミルボン  ビューティフェス【東京】11/21（火） 別途案内
帯広 カット 基礎から学ぶ展開図とBASICCUT × orga③

【全3回】 講師／orga 森 祐仁 氏11/21（火）10:00～16:00 全3回セット￥26,400

旭川 フォトシューティング 撮影会Ⅱ × in旭川11/20（月）10:00～19:00 別途案内
札幌 フォトシューティング 撮影会Ⅲ 【vol 2】11/21（火）10:00～19:00 別途案内

札幌 クリエイション gem 森川塾　「creative hair＆make」
【1DAY展示＆実技】 講師／gem 森川 丈二 氏11/28（火） 別途案内

札幌 カラー  ナプラ  siki New Color Seminar 講師／siki 磯田 基徳 氏4/11（火）13:00～16:00 ￥4,000

札幌 カラー  ナプラ  カラーセミナー【秋】 10月開催予定 別途案内
札幌 その他  ルベル  id2023 開催予定 別途案内
釧路 カラー 武器づくりセミナー インナーカラーバリエーション 講師／ミルボン インストラクター別途案内 別途案内
帯広 カット メンズカット＆パーマフィニッシング × LIPPS 講師／LIPPS別途案内 ￥18,000
帯広 サービス・コミュニケーション 幹部育成セミナー 2023 講師／ミルボン インストラクター別途案内 ￥3,300
苫小牧 デザインワーク 苫小牧スタジオライブ別途案内 別途案内

旭川 フォトシューティング 撮影会 × 松山優介 in 旭川 【vol2】 千代田スタジオ 松山 優介 氏6/1（木）10:00～ ￥41,800
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