
Beouty Streom S/S
資生堂が発信するトレンド情報を、トップサ回ンがそれぞれの感性でサロンスタイルとしてアップデート。
ヘアスタイルだけでなく、メイク、ファッションも含めたトレンドスタイルを発信。

密山京河 wOkC Mも Uyomo

2006年 LlM東京初号店オープニングメンバーとして参加。同店、店長に就任。2009年 東京2号店LIM CODE

オープン。東京エリアディレクターに就任。2013年資生堂ヘアメイクアンプアカデミーSABFAでヘアメイクアッ

プを学ぶ。サロンワークを中心に業界誌、一般誌など撮影のヘアメイク、コンテストの審査や、カント講師の育成、

クリエイティブ教育をサコン内外で精力的に活571中。社のミンシヨン F人を美しくできる人を作り、世界を変えるり を

モント~に活動の幅を広げる。

THE REMMY

倉田聡子 SObkO KuЮね

国際文化理容美容専門学校を卒業後、者3内 サロンを経て27歳でTHE REMMYの オープニングスタッフとして参加。

金髪ベリーショートをトレードマークとし、似合わせを考えたショートヘアの提案を得意とする。インスタグラム@satOkO_k

ではお客さまのヘアスタイルや自身のファンシヨンヘア メイクを発信し20代 30代 の女性から支持を得ている。

木 村 太 ―
『人を美しくできる人を作り、世界を変える地ことをミソションとする日Mブランドの大阪ヘアー部門C00。 組織内の執

行責任者として、スタッフの能力の最大化を目指す。またサ回ンワークを中心に一般誌、業界誌、全国セミナー活動、

メーカープロダク曜 発協力と活動の幅を広げる。

● 2020SSト レンド提案

● LIM・ THtt RttMMYに よるリアルストリートデザインを

モデル展示通じてご提案

●プリミエンスカラーの11説

●フィニッシュワークの展示

Assistant～ 店 長・オーナー

・最新のトレンド情報を学びたいん

2020SS Beauty Streamの デザイン構成を学びたい方

プリミエンスカラーによるヘアカラーデザインを学びたい方

フィニッシュワークテクニンクを学びたい方
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開催 時 間 12:00-15:00

受講 料 3,000円 (税 込 )

持参物 筆記用具

定 員
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●FAX申 込み後、土日祝日を除く2日 目以降にご確認ください.●弊社の体暇難問 (年 末年始、CW、 夏季体暇)■ はサイトの更新が遅れる場合がございます。予めご了承ください。

【事前決済(■ ついて】●事繭決済の場合のみ 受講料が10%=13と なります。●エデュケーションチケントは、事
=決

済ではご使用できません。●事前決済は、市催日を含む4日 前までご利用いただけます.

●キャンセルの場合、開催曇を含む7日 前を過ぎてからの返金はいたしませんので、予めご了承ください。●お問い合わせについては、各開催地区へご連絡ください,

開催地区。日程・会場。お問い合わせ連絡先

開催地区 開催日 開催会場 お問い合わせ

名古屋 2月  3日 (月 ) 名古屋市東区東桜 1‐ 1024 栄大野ビル2F TEL 052-959-5821

東京 2月 25日 (火 ) 港区東新橋1116 汐留FSビル5FスタジオA TEL 03-3833-5891

大 阪 3月 2日 (月 ) 大阪市中央区北浜3‐ 228 資生堂大阪ビル8F TEL 06‐ 6222‐ 8881

ビューテ ィース トリーム ス プ リング /サ マ ー 受 講 申 込 書  ※ぉ申込みはお一人さま1枚のFAXにてお願いいたします。
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サロン様ご連絡先
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丁EL(      )     一 FAX.( ) -
※市夕ヽ局番を必ずご記入ください。 X FAXをお■ちの方は、FAX番 号を必ずご記入ください.

フリガナ

(名 前)

お申込み者さまの

キャリア
1● :|をご記入くださt,

アシスタント スタイリスト 管理職 オーナー

受講者氏名

圏

名字 ,

お取引代理店様名
開催日

顔
月 日

開催地区

回

資生堂プロフェッショナル株式会社は、受講申込書にご記入いただいた個人情報を、受講手続きや各種連絡、講座運営のためにのみ使用し、

管理運営等の委託先に提供する場合を除き、断りなく第二者提供いたしません。

※T催会場 ;よ 変更となる場合があサリます。●捜致名でのお■込み |工 できません.お 一人さまのみのお ]込 みとなります。●サロン磯名、住所、電話番号については、必ずご本人さまの勤務されるお店をご言
=

入ください.0必 要事I員をご言う入の上 資牛堂ブロフ■ッショナル株式会社 せミナー事務局まで「
AXし てください。●FAXで のお■込みは、買催

=,OJ革
までとな|,ま す.そ れ以降は弊社各オフィスヘご連絡

ください。●π員がコ半数以下の場合、開催を■生することがあります.予 めご了承ください.

く受講料お支払いについて>
●エデJケーションチケントのごス:ル が可言ヨです.●フイーチャーフォン:ス マートフォン以外 )か らのお支払い手続き,よ できません。※ご不明な点について

=、
弊社 営業才ヨJへお尋ねください.

セミナー事務局お申込み専用FAX.

03‐ 6888‐0005
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開催地区。日程・会場。お問い合わせ連絡先

開催地区 開催日 開催会場 お問い合 わせ

名古屋 2月 3日 (月 ) 名古屋市東区東桜 11024 栄大野ビル2F TEL 052‐ 959-5821

東京 2月 25日 (火 ) 港区東新橋 1‐ 116 '夕 留FSビル5FスタジオA TEL 03-3833‐ 5891

大阪 3月  2日 (月 ) 大阪市中央区北浜3‐228 資生堂大阪ビル8F TEL 06-6222‐ 8881

受講状況のご確認および

事前決済専用サイト
卜spl.pw 祠 警醸昴器

●FAX申 込み後、土ヨ視日を除く2日 目以降にご確認くださぃ.●弊社の体 1霞 期間 (年 末年始、CW、 夏季休霧)中 はサイトの更新が遅れる場合がござぃます.予めご了承ください.

【事前決済について】●事前決済の場合のみ 受講料が10%害 13となります.●エデュケーションチケット,ま 、事■決済ではご使用できません。●事前決済は、市催日を含む4日 前までごネJ用 いただけます。
●キ■ンセルの場合、雪催日を含む7日前を過きてからの返金|よ ぃたしませんので、予めご了承ください。●お問い合わせについては、各開催地区へご連絡くださo、

ビューテ ィ…ス トリーム ス プ リング /サ マー 受 講 申 込 書  ※ぉ申込みはお一人さま1枚のFAXにてお願いいたします。

資生堂ブロフェッショナル株式会社は、受講申込書にご記入いたたいた個人情報を、受講手続きや各種連絡、講座運営のためにのみ使用し、
管理運営等の委託先に提供する場合を除き、断りなく第二者提供いたしません。

米開催会場:J変 更となる場合があります.● 後数名でのお■込み■できま●ん.お一人さまのみのお■込みとなります。●サロン様名、住所、電話番ちにつぃては、必ずご本人さまの勤務さ′■るお店をご王
入ください。●必要事項をご言]入 の |、 資生堂
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ください.0定 員が遣半数以下の場合、開催を■上することがあります.予 めご了承くださぃ.

く受講料お支払いについて>
●エデJケ ーションチケットのご
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