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ヂられる華麗なパフーォ■
|マ ンス。|フ クワク&ドキドキの連続で見る人を魅了する演目の数 :々

|■   | |■  日本 `アメリ|力 で活躍するトップデザイナーが演者となり、磨き上げたテク■,ク と    |
|    ‐

||‐  |■ |■‐|||‐ 1演出|を携えてアバンギヤルドなヘアシヨ=を開演します。|‐  || ■    | | |
‐|‐ || ライブだからこそ感|じ られる道力と遊び心たっ|::,の エンタ■テイメントをどうぞお楽しみくださtヽ 1
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LAUREN MOSER

髪の質感を表現する魔術師。アメリカでもつとも権威のある

美容競技大会 NAHA(国 orth Amer can Harstメ lng Awards)に て

203年 texture ttFlフ ァイナリス ト、205年 優勝。デ トロイト

にてサロンアカデミーを展開。NY、 LA、 シカゴ、フロリダの

美容コンベンションにてテクニカルセミナーを行う。

LISA YAMASAKI
リサ ヤマサキ

95年 LAに てJ S HaI Studb&Academy社 を設立。日本人で

初めての20 5 NAHA Edio白 J StJ st Of the Yeaを 受賞。207

年OMCパ リワールドベストアバンギャルド賞受賞。細部を全

て髪の毛で作 りこみ、西海岸の大胆な感性と細やかな技術を

コラボレイトさせた作品は多くのアメリカ人を魅了している。

OMAR ANTON10

若き異色のアバンギャルドクリエイター。2004年よリワール

ドアーティス トチームのコアメンバーとして活躍。NY、 LA、

ロンドンファッションウィークでのRUNVllAYや 有名ファッシ

ョンブランドのヘアを手掛け、個性温れる作品を創作し続け

ている。

〒540■ 0001大‐阪市中央区城見2‐ 1‐ 61

5月■8日 (金)10
～ 6月 28日 (木 )

:00

17:00

ミルボンスタジォエデ■ケニションガイダンスサ′卜よう
お申し込みください |■

‐
|■ |

(バ ン|シ :,P五
|五 e■ iPad・ /コdrOiO端末)

https ://seminar. 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Jを ご確認ください。
●マイベージのログイン時にID′ スヽワート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、サイト内のロクインページ内の「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、空席状況は随時ご確認ください.

区ヨ|‐餞菱ヨ|1匝ヨ|‐図 1睡∃1巨∃|□
※利用場約及びブライバシ■ボリシーは必ず■確認お願いしま,x≪スマ■トフォンPad推奨環境≫Plone 6

00SO以上)Sala"ブ ラウ
'、

●al10S9以上)、 Ahdloll(OS 44以 上)標準ブラウザ X推奨環境以外のスマート
フォシ11ad Andrddタ ブレット端末等については、正しく表示されなしヽ場合やてご利用できない場合がございます
ので

“

承ください Xフィーチャーフオンは対応しておりませんのでご了承くだ●い:   |

会員登録 申込受付 決済受付メ 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.

sem nar― milbon@nni bonく om/′ reply mi bon@mi bon COm

―
^済

方■は:● シビニエンスストァ決済の|みとなります|■■
●受付番号(払 込番号、注文番号など)をお持ちのうえて各ヨンビニェンスストアのマルチメデイア端末で払込票を出力し、レジにてお支払t｀くださいよ0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 以内にぉ振込みのなぃ場合はt自 動キヤンセルとなりますのでご了承ください。●開催日を含み7日以内のお申し込みについてはヽ開催日前日までにお支払いください。
●開催日を含めた7日 前より受講料の返金は致しかねますので:ご了承くださいしキャンセルの場合は、お早めにご連絡ください。●領収書1ま ョンビ

=エ
ンスストアからいただく―レシ■卜になります。

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バーソンまでお問い合わせください。
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松本宏紀 DCr

976年生 まれ。大阪のサ ロン 1店 舗 を経て 2002年 25歳 で

DCTオ ープン。203年 に ame Ann versary caFeを オープ

ン。サ ロンワークの傍 ら、セミナー 撮影など多岐に渡 って

活躍中。200201年 ミルボンフォトレボ リューションにて

デザイナー賞受賞。」HA20 7グランプ リ受賞。

SAKURA Cocoon
サクラ

都内 1店 籠を経て、2009年 VANに 師事。Cocoonの オープニ

ングスタッフとして参加。 204年 」HA NttVVCOMER OF THE

YttARの フアイナ リス トにノミネー ト。現在、サロンフーク

を中心に、撮影、ヘアショー、国内外でのセミナー、審査員な

ど、多方面にて活躍中。

齋藤隆志 ねvOn“ g″ den

鳥取市内のサロン2店 舗を経て、2004年 鳥取県 米子市にサ

ロン設立。207年 広島市に Favo商 te garden並 木店をオー

プン。20 年 ミルボンフォトレポリューションにてデザイ

ナー賞受賞。」HAで は205年 に中国 四国エリア賞を獲得。

206-7年 ともに中国 四国エリアのファイナリスト。

■ ‐116100^118:00(蘭 場|1110)
Ti■1 14:30よ り受付 を開始.し 、座席指定券 を配布 いたします。

[嶺 i1300名 [参加費]3,000「](税込)

・    日瓢 杏レネスパーク
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