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リピー ト率95%・ 予約は1年先まで埋まるサロン

奇跡を実現するichi代表が語る “業界思考にとらわれない"

サロンブランデイングセミナー

それはまさに「美容」と「美容室」の、新たな願檀創造のはじまりでした。
今から1忌年以上も前に “美とテイアスタイル"の密接な関係l~気づき「ライアスタイルをデザインする」を漱ンセツト毅掲げた Fichi』 。

理念,まかたちとなり、お客さまほ確実に伝わィテて聡菫1年先まで予約がえるサ鶯ンl_。

またりむ― 卜率は95%以、ヒという、驚異的な結果を出し続け
‐
c‐います。

「話しい極籠」、 唯 来の警界思考,こ とらわれない」と言つてもこれまでの常識か為抜け出す分はなかなか難しいもの。

『 ichi』 を率いる代表取締役・石井孝治 (い しいこうじ)氏は、いつたいどのような椀薫と思考を持ってこ勢動ま境亀を切り拓ひていつたのでしょう。

本セミナーでは、石井員のクリ識イテ ずプなプランデイング論に進ります。

開催日_2018年 4月 16日 (月 )

時間 13:00～ 14:30

対象者_オーナー様 (も しくは幹部様)

定員_100名

受講料_お一人様 :2,000円 (税込み)

申し込み開始日 3月 2日 (金)10:00
～4月 12日 (木 )17:00

(注)本セ ミナーのお中込みのみでは

下記6月 4日のセ ミナーの

お申込み完了にはなりません。
セ ミナーのお申込みはそれぞれ異な ります

CONTENTS価値あるビューティービジネスを実現するための

具体的な取り組みを公開
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リピート率95%01年先まで予約が埋まるサロンと一緒に考える !

生産性を高めるサロンブランデイング強化研修

本セミナーは、受講サロン様の経営術を4つの要 (コ ンセプト創り'価値創り。社員教育 。顧客ファン化)から分析し

『 ichi』 代表取締役・石井孝治 (い しいこうじ)氏の経営術事例を踏まえて自社の取組み計lalを立てる、プランデイング強化研修セミナーです。

CONTENTS自店の経営術の分析とアクションプラン作成
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開催日 2018年 6月 4日 (月 )

時間 13:00～ 16:00

対象者_オーナー様 (も しくは幹部様)

定員_10組 (1組 2名まで)

受講料 1組 :6,000円 (税込み)

申し込み開始日 4月 20日 (金)10:00
～5月 31日 (木)17:00

1注 1本セ ミナーのお中込みのみでは

上記 1月 16日 のセ ミナーの

お中込み完了にはな りません。
セ ミ十一のお中込みはそれぞガ1異な ります

会場 (4月 16日 、6月 4日 両日とも同一会場でございます)

ミルボン大阪支店6「 スタジオ

大阪市西区京町堀1 9 8 TEL:0664436116

人阪市営地 下鉄四つ橋線 「肥後橋」駅7番出日より徒歩5分

大阪市言地下鉄四つ橋線 「本田JJ駅 28番出日より徒歩6分

お申込みは裏面をご確認 くださいませ。
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ゲスト

ichi inc.代表取締役 石井 孝治 氏

口ch轟 ,

空鐵演轟や音楽など様々な分野を経で、五感に軟 鷺鮭を議砂轟す事業を意し

「icbiJを認葉。美容室参枠を超えた異業種発想と、本質の連求を経た難菱化羹より

クリユイティブな事業を誨拓し続ける。「美」と「ライアスタイルJの位置づけから

美容室の新基準を創りだす次置換なして注羮の事業家。

ichiの軌跡

100人来店されたら95人以上がまた来たいと再来される信頼

全国各地から訪れてくださるお客様が多数

割引やクーポンサイトは一切行わない価格体制

産体育体制度など社会保険はじめ雇用保険など法令遵守

創業から現在まで美容有資格者の離職なし

美容業界メディアからライフスタイルをデザインする新たなビジネスと推奨

フアッシヨンヘアアート誌にてクリエイティブ連載多数

業界最高峰アー ト祭典にて受賞ノミネー ト多数

ビューティメジャービジネス誌にて長期 1年間にわたる連載

近年ファッシヨンウイーク東京に連続参加

文部科学省が推奨する教育課程編成委員に就任

「一年先まで予約が入る奇跡のサロン」 (株)髪書房より全国絶賛販売中

こ不明な点がこざいましたら、担当のミルボンフイール ドバーソンまでお F。3い合わせください.

ご入金方法
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お申し込み方法
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りお申し込みください
(パソコン・IPhone・ IPad・ Android端末 )

驀 撮:尋轟鯖砒こ……
●会員登録・中込受付・決済受付メールを後性送信いたしますので、お中し込み前に下翼2つのアドレスからのメールか

受信できるようメール設定をお願いし`たします. lsom nar-lni bono)ini bon co n■ lcp″ m‖ bOnOtt bO)COn,
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お問い合わせ、変更、キヤンセ店のご連絡は右記まで舗い致します。 l■l:ミルボン 大阪支店 T繭 麺̀渉懸蝙蜃内は
「

吻酪 平日:月 ～金 13:00～ 17:00

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加費の一部を、世界の子供たちの健康や教育のために、セープ・ザ チルドレン・ジャパンを通じて寄付させていただきます


