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なぜ、あの美容師は、多くの世代から愛される?

生涯にわたって信頼を得られる美容師になるために一一一  決め手となるのは、LINE陛 代 (20代前半 )、

IIanakoジ ュニア世代 (20代 後半 )、 団塊ジュニア～ H anako世 代 (40～ 50代 )、

各世代で異なるカラーニーズをつかみ、一人ひとりの魅力を最大限に引き出すオートクチュールカラーの提案。

業界第一線で活躍する講師陣が、顧客から支持され続ける生涯美容師になるための極意を伝授します。

2012年、渋谷にsa on dakotaを オープン。オルディーブ

アディクシーの開発 に携わってぃる。

大 阪セミナー

ミルボン大阪スタジオ促員150名〉

10:00～ 13:00(開 場9:30)

kakimoto arms青 山店 トノプカラー リス ト兼 kak moto

armsカ ラーリス ト技術 教育責任 者。オルディープ トレン ド

質感ラインの開発 に携 わっている。

ICobc Scn

神戸セミナー

ミルボン神戸スタジオ徒員80名〉

15:30～ 18:30(開 場15:00)

CANAAN
長崎 英広氏

2012年 、原宿 にCANAAN設 立 。以 後、代 表をつとめる。

オルディーブ クリスタルの開発 に携 わっている。

目指すデザイナーさま

ミルボン京都スタジオ徒員80名 )

10:00～ 13:00(開 場9:30)

狩 OtO SCInlnar

京都セミナー

20184巨 3ノ月5日 (月 )

sa10n dakOta

小谷 英智香氏

kakimOtO an

鬼島 健二氏

塚躙躊霰 世代ごとのカラーニーズ。テクニックを学び「生涯美容師」を

躙 4,000円 (お一人さま・税込)
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●本掲載の写真および、記事 ロゴなどの無 LIF転載 複製 改変は、法律により禁じられてしヽます。
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sa10n dakOta小 谷 英智香氏

kah‖ Ot,講■3鬼島 健二氏

CANAAN長 崎 英広氏

玲鰈躊讚 世代ごとのカラーニーズ・テクニックを学び
「生涯美容師」を目指すデザイナーさま

輻 4,000円 (お一人さま。税込)

ヘアカラーニーズが大きく異なる、各世代への「似合わせカラー」を

“ベーシック知識"か ら“デザインカラーテクニック"までトータルに学べるセミナーです。
CONTENTS

世代ごとの似合わせベーシック知識※

●世代ごとに異なるカラーの価値観・求める女性像の違い

●世代ごとの似合わせ表現に必要な
「明度・彩度・色相」バランス

※色彩学のベーシンク知識とは異なる

世代ごとへの似合わせに必要な新たなベーシック知識です。

新色情報 &新ミックスレシピ

●オルディーブ&アディクシー新色の

特長・魅力 (VTR上映)

●オルディーブ・クリスタル・アディクシーの

新たなミックスレシピ

,「 アディクシー×クリスタル」等の情報も公開。

)モデルの展示で情報を発信します。

明日から実践できる

生涯顧客創りにつながるカラー提案

03講師それぞれの「世代カラー提案」の極意
麟異なるサロンタイプの提案を幅広く学べます。

・ 世代ごとに求められる「デザインカラー提案」の極意
餃3講 師による、貴重なリアル対談。

話を聞くだけでお客様への接し方や提案方法が

変わります。

開始直前は受付が大変混雑しますので、開始 20分 前までにはお越しいただ0す ますよう、よろしくお願いいたします.

2018年 3月 12日 (月 )

10:00～ 13:00(開 場9:30)

【お申し込み期間】1/19“金)10:00-3/8(オ 017:00

目ロ ミルボン大阪スタジオ
大阪市西区京町堀 1‐9‐8 TEL:06‐6443‐6116

…●大阪市営地下鉄四つ橋線
「肥後橋駅」7番出口より徒歩約5分

●大阪市営地下鉄四つ橋線
「本町駅」28番 出口より徒歩約6分

2018年 3月 ][2日 (月 )

15:30～ 18:30(開場15:00)

【お申し込み期間】1/19(4⇒ 10:00～ 3/8(オこ)17:00

罷ロ ミルボン神戸スタジオ
神戸市中央区三宮町2‐7‐4神戸日興ビル8F
TEL:078-391-0780

…●地下鉄海岸線「1日 居留地。大丸前駅」より
徒歩約3分

●」R線「元町駅」より徒歩約5分

●阪急線「神戸三富駅」より徒歩約10分
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【お申し込み期間11/19(金)10:00～ 3/1(木)17:00

目ロ ミルボン京都スタジオ
京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町12‐ 1‐4F

TEL:075-253‐ 6641

…●阪急京都線「鳥丸駅」または「河原町駅」から
⑫番出口より徒歩約1分

●京阪本線「祇園四条駅」④番出口より
徒歩約 10分

G箋藍國置∋決済方法は、コンビニエンスストア決済のみとなります
●受付番号 (払込番号、注文番号など)を お持ちのうえ、各コンビニエンスストアのマルチメディア端末

で払込票を出力し、レジにてお支払いください。●申し込み日を含み7日 以内に、必ずお振込みください。

申し込み日を含み7日 以内にお振込みのない場合 は、自動キャンセルとなりますのでご了承ください。

摯開催 日を含み7日 以内のお申し込みについては、開催 日前日までにお支払いください。儘開催 日を合

めた7日 前より受講料の返金は致しかねますので、ご了承ください。キャンセルの場合は、お早めにご連

絡ください。颯領収書はコンビニエンスストアからいただくレシートになります。

…ミルボンスタジオエデュケーションガイダンスサイトよリ

お申し込みください

(パソコン。iPhoneoiPadoAndroid端末)

https://serninar.milbon.co.jp/

■お申し込み後のキャンセルに関しては、マイベージの「お申し込み状況」をご確認ください。,マイ
ベージのログイン時に D・ パスワードが必要となりますので、必ずお控えください。万が一お忘れの

場合は、サイト内のログインページ内の「Dパスワードをお忘れの方はこちらJか らご確認ください。
■キャンセル待ちはございませんので、空席状況は随時ご石雀言忍ください。

会員登録・申込受付・決済受付メールを後ほど送信いたしますので、

お申し込み前に下記2つのアドレスからのメールが受信できるようメール設定をお願いいたします。

seminar‐ milbon@milbon.com/reply― milbon@miibon com
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※利用親約及びプライバシーポリシーは必ずご確認お願いしま魂 ※≪スマートフォン・Pad推奨環境≫phOne 6

60S9以上)Safa門 ブラウ状 IPad 00S 9以 上)、 Android(0544以 上)標準ブラウザ ×推奨環境以外のスマート

フォン・iPad・ Andro dタ ブレット端末等については、正しく表示されない場合や、さ利用できない場合がございます

のでご了承くださしヽ※フィーチャーフォンは対応しておりませんのでご了承くださしヽ

ご不明な点がございましたら、担当のミルボン フィール ドパーソンまでお問い合わせください。

鑓 齢 暮撃会警讃厭t精算 r等
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0翼
脳 蜃 じ:よ:塁111鏃 碧量諭 Eヒ α78‐ 391‐ 0780/京 都営業所 TEL:075‐ 253‐ 6641

弊社が主催するすべての有料イベント、セミナーおよび講習会の参カロ費の一部を、世界の子供たちの健康や教育のために、セーブ ザ チルドレン ジャバンを通して寄付させ ていただきます .


