


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

SAPPORO

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。

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道①【全5回】 4/17（月） 13:00～

16:00
SABFA講師
門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回

セット
門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道②【全5回】 4/18（火） 10:00～

16:00
SABFA講師
門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回

セット
門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道③【全5回】 5/30（火） 10:00～

16:00
SABFA講師
門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回

セット
門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道④【全5回】 6/27（火） 10:00～SABFA講師

門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回
セット

門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

特別撮影会 × 柳岡 創平 SABFA
第1期生優先 6/28（水） 10:00～

19:00
フォトグラファー
柳岡 創平 氏 ￥22,000

JHAでも原田忠氏・進藤郁子氏などの作品を担当。数々の作品を残しており、ジャー
ナル誌面でも受賞作品を多数手がける人気のフォトグラファー■前日からのSABFA
からの追加交通費などはSABFAで試算、資生堂手配。1レタッチ1プリント付き

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道⑤【全5回】 7/25（火） 10:00～

13:00
SABFA講師
門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回

セット
門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

gem 森川塾
「creative hair＆make」
【1DAY展示＆実技】

11/28（火）gem
森川 丈二 氏 別途案内 1部展示と展示＆実技の1DAYで予定　テーマに沿ってへ

アーとメイクの融合、クリエイションの深さを学びます。

撮影会 × 松山 優介
【vol 1 Day1】 中級、上級者 1/31（火） 10:00～

17:00
千代田スタジオ
松山 優介 氏 ￥41,800 美容界アワードの常連ならではの感性は人気を博し、予約を

取りにくい撮影会の一つです！

撮影会 × 松山 優介
【vol 1 Day2】 中級、上級者 2/1（水） 10:00～

17:00
千代田スタジオ
松山 優介 氏 ￥41,800 美容界アワードの常連ならではの感性は人気を博し、予約を

取りにくい撮影会の一つです！

撮影会 × 松山 優介　【vol 3】 中級、上級者 4/27（木） 10:00～
17:00

千代田スタジオ
松山 優介 氏 別途案内

撮影会Ⅱ × 井関氏 中級、上級者 5/2（火） 10:00～
19:00

ペリカンウエスト
井関 雅也 氏 ￥38,500 様々なシューティングシーンで活躍のフォトグラファーによる

人気の撮影会です。

撮影会 × 松山 優介　【vol 4】 中級、上級者 6/2（金） 10:00～
17:00

千代田スタジオ
松山 優介 氏 ￥41,800 美容界アワードの常連ならではの感性は人気を博し、予約を

取りにくい撮影会！第3弾

撮影会Ⅲ 【vol 1】 初級　中級 10/24（火） 10:00～
19:00 別途案内

撮影会Ⅲ 【vol 2】 初級　中級 11/21（火） 10:00～
19:00 別途案内

HDC 2023　HAIR SHOW
DESIGNERS MESSAGE 9/5（火） スペシャルゲストの祭典！！　時代を切り開くゲストのパフォー

マンスを感じてください。

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！！

HDC 2023　AREA CIRCUIT
THEMECUT 北海道大会 9/5（火） 別途案内

HDC 2023　COPYCUT 9/5（火） 別途案内

HDC 2023
MODEL CUT STYLE 9/5（火） 別途案内

HHA 2023
リアルデザイン部門 9/5（火） 別途案内

HHA 2023
クリエイティブデザイン部門 9/5（火） 別途案内

カット 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

ベーシックカットセミナー × 
COURAGE①【全２回】 Jr.スタイリスト 2/7（火） 11:00～

16:00
COURAGE 寒藤 

光平 氏 ￥13,200全2回
セット

2022エリアサーキット北海道大会を制した寒藤氏による
ベーシックカット技術講習。

ベーシックカットセミナー
× COURAGE②【全２回】 Jr.スタイリスト 2/28（火） 11:00～

16:00
COURAGE
寒藤 光平 氏 ￥13,200全2回

セット
2022エリアサーキット北海道大会を制した寒藤氏による
ベーシックカット技術講習。

SABFA 北海道スクール2023 
× ガモウ北海道【全5回】

SABFA講師
門馬 宏一 氏 ￥187,000全5回

セット
門外不出のSABFAが北海道初展開！！　2期生を募集。

9/5（火） 別途案内

11回目を迎えるHDCは、コンテストにMODEL CUTを加える
など変化も。
コンテスト、ヘアーショー、EXPO、セミナー、HHA合同授賞式
などのコンテンツから成るイベント！
美容師様の日頃の努力を発表する場とともに、来場された方に
は喜んでいただける内容をご用意してお待ちいたします。

EXPOなど未記載の内容も含め別途ご案内いたします。

ベーシックカットセミナー × 
COURAGE【全２回】 Jr.スタイリスト COURAGE

寒藤 光平 氏 ￥13,200全2回
セット

2022エリアサーキット北海道大会を制した寒藤氏による
ベーシックカット技術講習。

11:00～
16:00

HDC／HHA

北海道ガモウ大学講座



SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏①
【全3回】 全ての方 3/28（火） 11:00～

14:30
SNIPS

由藤 秀樹 氏 ￥55,000全3回
セット

美容師の真髄とは何か？　技術に学ぶSNIPS 由藤氏の技
術セミナー、デザインに起因するベーシックからデザイン仕
上げまで3回のコースで学びます。

SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏②
【全3回】 全ての方 4/25（火） ～SNIPS

由藤 秀樹 氏 ￥55,000全3回
セット

美容師の真髄とは何か？　技術に学ぶSNIPS 由藤氏の技
術セミナー、デザインに起因するベーシックからデザイン仕
上げまで3回のコースで学びます。

SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏③
【全3回】 全ての方 5/16（火） ～SNIPS

由藤 秀樹 氏 ￥55,000全3回
セット

美容師の真髄とは何か？　技術に学ぶSNIPS 由藤氏の技
術セミナー、デザインに起因するベーシックからデザイン仕
上げまで3回のコースで学びます。

 江別  基礎から学ぶ展開図と
BASICCUT× orga①【全２回】 スタイリスト～ 5/16（火） 10:00～

16:00orga 森 祐仁 氏 ￥13,750全2回
セット

展開図から学ぶベーシックセミナー

流れを掴むシーズントレンド＆カット
春夏 全ての方 5/30（火） 13:00～

16:00
資生堂

インストラクター ￥1,980
2023/春夏のトレンド解説＆デザインをもとにしたカット実
習を含んだセミナーです。ウィッグ実習で行います。今の時
代の流れをつかむのに最適です。

流れを掴むシーズントレンド＆カット
春夏 ＆ 秋冬①【全2回】 全ての方 5/30（火） 13:00～

16:00
資生堂

インストラクター ￥3,300全2回
セット

2023/春夏、2023/秋冬の２回コース。それぞれのトレンド解説
とデザインをもとにしたカット実習を含んだセミナーです。ウィッ
グ実習で行います。年間を通じて四季ごとの提案に最適です。

PEEK-A-BOO CUT&BLOW
× 川島 文夫 ①【全2回】 中級、上級者 6/13（火） 8:30～

11:30
PEEK-A-BOO
川島 文夫 氏 ￥46,200全2回

セット
言わずと知れた美容界の重鎮　川島氏のテクニックを直伝！！

 江別  基礎から学ぶ展開図と
BASICCUT× orga②【全２回】 スタイリスト～ 6/20（火） 10:00～

16:00orga 森 祐仁 氏 ￥13,750全2回
セット

展開図から学ぶベーシックセミナー

ABBEY THE CUT × 松永英樹①
【全3回】 全ての方 7/11（火） 10:30～

16:00
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥48,000全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術とフィニッシュワー
クを余すことなく集中して学べるコース。
1Day、1ウィック2STYLE学びます。

ABBEY THE CUT × 松永英樹②
【全3回】 全ての方 8/8（火） 10:30～

16:00
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥48,000全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術とフィニッシュワー
クを余すことなく集中して学べるコース。
1Day、1ウィック2STYLE学びます。

ABBEY THE CUT × 松永英樹③
【全3回】 全ての方 9/26（火） 10:30～

16:00
ABBEY
松永 英樹 氏 ￥48,000全3回

セット
ABBEY松永氏の洗練されたカット技術とフィニッシュワー
クを余すことなく集中して学べるコース。
1Day、1ウィック2STYLE学びます。

流れを掴むシーズントレンド＆カット
秋冬 全ての方 10/3（火） 13:00～

16:00
資生堂

インストラクター ￥1,980
2023/秋冬のトレンド解説＆デザインをもとにしたカット実
習を含んだセミナーです。ウィッグ実習で行います。今の時
代の流れをつかむのに最適です。

流れを掴むシーズントレンド＆カット
春夏 ＆ 秋冬②【全2回】 全ての方 10/3（火） 13:00～

16:00
資生堂

インストラクター ￥3,300全2回
セット

2023/春夏、2023/秋冬の２回コース。それぞれのトレンド解説
とデザインをもとにしたカット実習を含んだセミナーです。ウィッ
グ実習で行います。年間を通じて四季ごとの提案に最適です。

PEEK-A-BOO CUT&BLOW
× 川島 文夫 ②【全2回】 中級、上級者 10/10（火） 8:30～

11:30
PEEK-A-BOO
川島 文夫 氏 ￥46,200全2回

セット
言わずと知れた美容界の重鎮　川島氏のテクニックを直伝！！

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！？

基礎を固める
ウィービングテクニック 全ての方 3/9（木） 20:00～

22:00
b-ex

インストラクター ￥1,320 ウィービング、スライシング、バレイヤージュとは？今更聞け
ないカラー必須の基礎を学ぶ

 江別  トレンドカラーデザイン
春夏編 全ての方 4/19（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥1,320 有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　春夏編

 江別  トレンドカラーデザイン
春夏編 ＆ 秋冬編 全ての方 4/19（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　（春夏編）＆(秋冬編)【2回コース】

売れるカラーデザインテクニック
春夏編 全ての方 5/16（火） 13:00～

17:00
ウエラ

インストラクター ￥1,320 有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　春夏編

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】 全ての方 5/16（火） 13:00～

17:00
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

売れるカラーデザインテクニック（春夏編）＆(秋冬編)【2回
コース】☆各回単独受講も可能です

ダメージさせないための
ブリーチ攻略セミナー 全ての方 6/15（木） 20:00～

22:30
ウエラ

インストラクター ￥1,320
ブリーチに必要な考え方、薬剤選定のコツを学びます。1ブ
リーチでどこまで明るくできるのか、ダメージしないようにす
るにはどうするのかをお伝え致します。

ブリーチ＆ハイトーン
攻略研究セミナー①【全2回】 全ての方 6/15（木） 20:00～

22:30
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピ研究所の2
回コース☆各回受講もあり

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】 全ての方 10/24（火） 13:00～

17:00
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

売れるカラーデザインテクニック（春夏編）＆(秋冬編)【2回
コース】☆各回単独受講も可能です

ブリーチ＆ハイトーン
攻略研究セミナー②【全2回】 全ての方 7/6（木） 20:00～

22:00
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピ研究所の2
回コース☆各回受講もあり

 江別  トレンドカラーデザイン
春夏編 ＆ 秋冬編 全ての方 8/23（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　（春夏編）＆(秋冬編)【2回コース】

札幌

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

 江別  ブリーチ攻略 ＆
ハイトーンカラーレシピ 全ての方 6/21（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピの2回コー
ス

 江別  ブリーチ攻略 ＆
ハイトーンカラーレシピ 全ての方 7/12（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピの2回コー
ス

PEEK-A-BOO CUT&BLOW
× 川島 文夫 【全2回】 中級、上級者 PEEK-A-BOO

川島 文夫 氏 ￥46,200全2回
セット

言わずと知れた美容界の重鎮　川島氏のテクニックを直伝！！
8:30～
11:30

流れを掴むシーズントレンド＆カット
春夏 ＆ 秋冬【全2回】 全ての方 資生堂

インストラクター ￥3,300全2回
セット

2023/春夏、2023/秋冬の２回コース。それぞれのトレンド
解説とデザインをもとにしたカット実習を含んだセミナーで
す。ウィッグ実習で行います。年間を通じて四季ごとの提案
に最適です。

13:00～
16:00

 江別  基礎から学ぶ展開図と
BASICCUT × orga【全２回】 スタイリスト～ orga 森 祐仁 氏 ￥13,750全2回

セット
展開図から学ぶベーシックセミナー

10:00～
16:00

SNIPS CUT × 由藤 秀樹氏
【全3回】 全ての方 SNIPS

由藤 秀樹 氏 ￥55,000全3回
セット

美容師の真髄とは何か？　技術に学ぶSNIPS 由藤氏の技
術セミナー。デザインに起因するベーシックからデザイン仕
上げまで3回のコースで学びます。

11:00～
14:30

ABBEY THE CUT × 松永英樹
【全3回】 全ての方 ABBEY

松永 英樹 氏 ￥48,000全3回
セット

ABBEY松永氏の洗練されたカット技術とフィニッシュワー
クを余すことなく集中して学べるコース。
1Day、1ウィックで2STYLEを学びます。

10:30～
16:00

ブリーチ＆ハイトーン
攻略研究セミナー【全2回】 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピ研究所の2
回コース。各回受講も可能です。

売れるカラーデザインテクニック
春夏編 ＆ 秋冬編【全2回】 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

売れるカラーデザインテクニック（春夏編）＆（秋冬編）【2回
コース】☆各回単独受講も可能です

13:00～
17:00

 江別  トレンドカラーデザイン
春夏編 ＆ 秋冬編 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　（春夏編）＆(秋冬編)【2回コース】

19:00～
21:30

 江別  ブリーチ攻略 ＆
ハイトーンカラーレシピ 全ての方 ウエラ

インストラクター ￥2,200全2回
セット

ブリーチ攻略セミナーとハイトーンカラーレシピの2回コー
ス

19:00～
21:30

第4回 川島文夫杯



メニュー特化で使える
『インナーカラーバリエーション』 全ての方 7/11（火） 13:00～

17:00
ミルボン

インストラクター ￥1,320 インナーカラーのデザインの幅を広げ、技術力を高める実践
形式のセミナーです。

 江別  ハイトーンカラーレシピ 全ての方 7/12（水） 19:00～
21:30

ウエラ
インストラクター ￥1,320 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。

 江別  トレンドカラーデザイン
秋冬編 全ての方 8/23（水） 19:00～

21:30
ウエラ

インストラクター ￥1,320 有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　秋冬編

kakimoto arms color seminar
×  岩上 晴美【展示】 全ての方 10/3（火） 10:00～

12:00
kakimoto arms
岩上 晴美 氏 ￥3,300 2022HDCセミナーで人気を博した日本を代表するカラー

リストの展示セミナー

kakimoto arms color seminar
×  岩上 晴美【実技】 10/3（火） 13:00～

16:00
kakimoto arms
岩上 晴美 氏 ￥6,600 2022HDCセミナーで人気を博した日本を代表するカラー

リストの実技セミナー

売れるカラーデザインテクニック
秋冬編 全ての方 10/24（火） 13:00～

17:00
ウエラ

インストラクター ￥1,320 有名サロンの施術テクニックを用いた旬なデザインカラーセ
ミナー　秋冬編

 ナプラ 
siki New Color Seminar｠ 4/11（火） 13:00～

16:00　siki｠磯田 基徳 氏 ￥4,000
ブリーチ×デザインカラーセミナー。
春夏に向けたトレンドとフォトシューティング作品撮りやコン
テストスタイルなども行います。

 ナプラ  カラーセミナー【秋】
 10月開催予定 別途案内 ナプラ外部講師によるカラーセミナー

理解＆実践、
酸性ストレートを身につける 全ての方 4/25（火） 13:00～

17:00
アリミノ

インストラクター ￥1,320 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
示します。

 江別  高付加価値酸性ストレート 全ての方 5/17（水） 18:30～
21:30

アリミノ
インストラクター ￥1,320 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

示します。

高い再現性を目指す、
喜ばれるコピーパーマ①【全2回】 全ての方 5/24（水） 20:00～

22:00
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という画像を分析し、実際にウィッグ
で施術していただきます。（２回コース）

高い再現性を目指す、
喜ばれるコピーパーマ②【全2回】 全ての方 6/21（水） 20:00～

22:00
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という画像を分析し、実際にウィッグ
で施術していただきます。（２回コース）

メンズ似合わせ
スタイリッシュパーマ 全ての方 8/3（木） 20:00～

22:00
hair hinomaru
山田 恭久 氏 ￥2,200 メンズの骨格にあった、本当に似合うパーマスタイル。パー

マメニューの活性化を目指す方に最適です。

メンズアイブロウ ＆
フェイシャル前髪デザイン 全ての方 3/23（木） 20:00～

22:30
salon77
kinta 氏 ￥2,200

目力を上げるメンズアイブロウ＆前髪アレンジまでをトータ
ル提案。メンズフェイシャル周りのメニュー化を目指す方に
最適です。

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】 全ての方 4/11（火） 12:00～

17:00
ウトワ

インストラクター ￥19,800全3回
セット

メイクの基礎～応用を学び、サロンワークやクリエイションに
活かしていく特別セミナー。サロン内での活用度も非常に高
いセミナーです。メイク道具付きです。

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】 全ての方 5/9（火） 12:00～

17:00
ウトワ

インストラクター ￥19,800全3回
セット

メイクの基礎～応用を学び、サロンワークやクリエイションに
活かしていく特別セミナー。サロン内での活用度も非常に高
いセミナーです。メイク道具付きです。

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】 全ての方 6/13（火） 12:00～

17:00
ウトワ

インストラクター ￥19,800全3回
セット

メイクの基礎～応用を学び、サロンワークやクリエイションに
活かしていく特別セミナー。サロン内での活用度も非常に高
いセミナーです。メイク道具付きです。

新たな顧客を創造する、
エイジングヘッドスパ

セミナー
全ての方 4/20（木） 20:00～

22:00
ナプラ

インストラクター ￥1,320 心も身体も癒されるヘッドスパ。サロンワークで新たなニー
ズを引き出す特別セミナー。小人数限定の実習となります。

バリ式ヘッドスパ取得セミナー①
【全2回】 全ての方 10/31（火） 12:00～

18:00
ハホニコ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

ヘットスパ基礎知識、カウンセリング、実践バリ式クリームバ
スレッスンを学ぶ2日間セミナー。受講者には、修了ディプロ
マが発行されます。

バリ式ヘッドスパ取得セミナー②
【全2回】 全ての方 11/21（火） 12:00～

18:00
ハホニコ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

ヘットスパ基礎知識、カウンセリング、実践バリ式クリームバ
スレッスンを学ぶ2日間セミナー。受講者には、修了ディプロ
マが発行されます。

 江別  脱白髪染めセミナー 全ての方 6/27（火） 13:00～
16:00

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。

ハイトーンカラーレシピ研究所 全ての方 7/6（木） 20:00～
22:30

ウエラ
インストラクター ￥1,320 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

の薬剤選定を学ぶ毛束実習です。

SAPPORO
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

メイク 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

GOALD STUDIO LIVE
× 中村トメ吉 全ての方 5/9（火） 13:00～

15:30
GOALD

中村 トメ吉 氏 ￥5,500
メンズサロン新時代のパイオニア、GOALD中村トメ吉氏を
迎え、モデルデモによるサロンワークの披露とあわせ、これ
からのサロンのヴィジョンを余すところなく語って頂きます。

デザインワーク 対象者 講 師 日 程 時 間 回 数 価　格 内　容

 江別  ブリーチ攻略セミナー 全ての方 6/21（水） 19:00～
21:30

ウエラ
インストラクター ￥1,320 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。

バリ式ヘッドスパ取得セミナー
【全2回】 全ての方 ハホニコ

インストラクター ￥3,300全2回
セット

ヘットスパ基礎知識、カウンセリング、実践バリ式クリームバ
スレッスンを学ぶ2日間セミナー。受講者には、修了ディプロ
マが発行されます。

12:00～
18:00

高い再現性を目指す、
喜ばれるコピーパーマ

【全2回】
全ての方 アリミノ

インストラクター ￥2,200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
で施術していただきます。（２回コース）

20:00～
22:00

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」

【全3回】
全ての方 ウトワ

インストラクター ￥19,800全3回
セット

メイクの基礎～応用を学び、サロンワークやクリエイションに
活かしていく特別セミナー。サロン内での活用度も非常に高
いセミナーです。メイク道具付きです。

12:00～
17:00



※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。

 ナプラ  DREAMPLUS2023
1次フォト審査締め切り 2/10（金） 別途案内

ヘアケアマイスター
初級育成セミナー【春】

プライマリー試
験受験予定され
ている方

4/19（水） 20:00～
22:00

ガモウ北海道 
社員 ￥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【春】

ミドル試験受験
予定されている方 4/26（水） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
社員 ￥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
札幌【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
札幌【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
札幌【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
札幌【春】

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》 6/1（木） 20:00～

22:00
資生堂

インストラクター ￥3,300
①カラー塗布＆ブリーチ②カラー色出し、③ワインディング＆パーマ、④新人
マナーを、各サロンのやりかたで、やっていただき、各自にアドバイス。新人マ
ナーはみんなで楽しく!※①～④の内容・順番は変更になる場合があります。

 ミルボン  DA-FIT- 6/5（月） 別途案内 キャリアにあわせたデザイン能力の開発につながるデザイン
イベント　25歳以下のリモートコンテスト

 ナプラ  DREAMPLUS2023
北海道エリアファイナル 6/6（火） 別途案内 1次フォト審査を通過された方が参戦のエリアファイナル。

フォト応募締め切り2/10　詳細は別紙参照

 ミルボン  DA-FIT- 6/6（火） 別途案内 キャリアにあわせたデザイン能力の開発につながるデザイン
イベント　25歳以下のリモートコンテスト

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》 6/29（木） 20:00～

22:00
資生堂

インストラクター ￥3,300
①カラー塗布＆ブリーチ②カラー色出し、③ワインディング＆パーマ、④新人
マナーを、各サロンのやりかたで、やっていただき、各自にアドバイス。新人マ
ナーはみんなで楽しく!※①～④の内容・順番は変更になる場合があります。

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》 7/27（木） 20:00～

22:00
資生堂

インストラクター ￥3,300
①カラー塗布＆ブリーチ②カラー色出し、③ワインディング＆パーマ、④新人
マナーを、各サロンのやりかたで、やっていただき、各自にアドバイス。新人マ
ナーはみんなで楽しく!※①～④の内容・順番は変更になる場合があります。

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》 8/24（木） 20:00～

22:00
資生堂

インストラクター ￥3,300
①カラー塗布＆ブリーチ②カラー色出し、③ワインディング＆パーマ、④新人
マナーを、各サロンのやりかたで、やっていただき、各自にアドバイス。新人マ
ナーはみんなで楽しく!※①～④の内容・順番は変更になる場合があります。

 ミルボン  DA-PRO＆NEXT
【東京】 9/26（火） 別途案内

キャリアにあわせたデザイン能力の開発につながるデザイン
イベント　PRO　顧客プロデュース向上イベント　NEXT
　自己ブランディング強化イベント

ヘアケアマイスター
初級育成セミナー【秋】

プライマリー試
験受験予定され
ている方

9/28（木） 20:00～
22:00

ガモウ北海道
社員 ￥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【秋】

ミドル試験受験
予定されている方 10/5（木） 20:00～

22:00
ガモウ北海道
社員 ￥2,200 ヘアケアマイスターミドル試験に向けた勉強会。

 ナプラ  DREAMPLUS2023
ファイナル(全国大会) 10/17（火） 別途案内 各エリアファイナルを通過された方が参戦の全国大会本戦。

別紙参照。

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
札幌【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
札幌【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
札幌【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
札幌【秋】

 ミルボン  ビューティフェス【東京】 11/21（火） 別途案内 DA・KA、それぞれのFINALステージや表彰式、ビューティ
ソムリエ認定者による情報発信イベント

 ルベル  id2023 開催予定 別途案内 別紙参照

札幌

誰にでも使える、
明日から使える店販攻略セミナー 全ての方 6/28（水） 20:00～

22:00
ホーユー

インストラクター ￥1,320
店販比率を劇的に上げるソーシャルスタイル活用法。顧客を
4パターンにセグメントし、それぞれに合った提案方法を実
践形式にて学びます。

その他 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

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

やってみよう!【全4回】
《初級者向け技術フォローアップセミナ》 全ての方 資生堂

インストラクター ￥3,300
①カラー塗布＆ブリーチ②カラー色出し、③ワインディング
＆パーマ、④新人マナーを、各サロンのやりかたで、やって
いただき、各自にアドバイス。新人マナーはみんなで楽しく!
※①～④の内容・順番は変更になる場合があります。

20:00～
22:00

 ミルボン  DA-FIT- 別途案内 キャリアにあわせたデザイン能力の開発につながるデザイン
イベント　25歳以下のリモートコンテスト



※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。

OTHERS その他

クリエイション 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

カット 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

着付・セットアップ 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！

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

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。

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

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。

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

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。

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

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 ￥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。

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。

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。

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！

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

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 ￥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。

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。

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
ドデザインを展示で学びます。

撮影会Ⅱ × in 旭川 初級～中級者 11/27（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

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

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。

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。

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

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

帯広

旭川

旭川

旭川

帯広

旭川

旭川

北見

北見

帯広

函館

旭川

釧路

帯広

帯広

函館

函館

函館

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

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

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

￥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

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



homeからの、再開。

2023　第17回北海道ガモウ大学講座
講　師：シンガー　木山　裕策　氏
テーマ：ガンが教えてくれたこと ～自分に向き合って見つけた夢～
　　　　講演＆スペシャルライブ
日　時：2023年4月18日（火）
　　　　13：30開場　14：00～ 16：00開講
受講料：4,400円（税込）
会　場：ロイトン札幌
　　　　札幌市中央区北1条西11丁目　011-271-2711



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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