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22(火) 13：00～16：00

知らないと勿体ない！！お金得々セミナー

●講師/行政書士 松田氏 ファイナンシャルプランナー菊地氏

18日(月)19日(火)20日(水) 13：00～18：00 ハーブマジックカレッジ
●講師/開発者 島氏

■場所/産業振興センター ■定員/30名 ■金額/3000円

26日(火) 13：00～

NEXT VISION (旧ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ)

●講師/ミルボン講師

■場所ホテルライフォート札幌

10
10
知識・教養
11
カット
12
フォード

■定員/100 ■無料

11日(月)12日(火)13日(水)14日(木) 13：00～18：00 ハーブマジックカレッジ
●講師/ 開発者 島氏

26日(火) 13：00～16：00

■場所/産業振興センター

■定員/30名 ■金額3000円

■場所/滝川札幌営業所

■定員/15名 ■金額10000円

メンズカットｾﾐﾅｰ①

●講師/ zero hair 温泉氏

1日(月) 20：00～ NEXT WORK STYLE (女性美容師が活躍し続ける為に)
●講師/ MINX 桜井 智美氏

■場所/アリミノ札幌スタジオ

2日(火) 12：00～15：00

■定員/30名 ■金額/別紙

春のパワーｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

●講師/ 727インストラクター

■場所/(株)みずのスタジオ

9日(火) 13：00～16：00

■定員/30名 ■金額3000円

メンズカットｾﾐﾅｰ②

●講師/ zero hair 温泉氏

■場所/滝川札幌営業所

■定員/15名

16日(火) 第1部 10:00～12：00 第2部 13：00～15：00 「店販は売るのをやめましょう」
●講師/ Wack 與田氏

■場所/株)みずのスタジオ

23日(火) 13：00～16：00

■場所/(株)みずのスタジオ

14日(火) 10：00～

■場所/ミルボン札幌スタジオ

21日(火) 13：00～16：00

■定員/別紙 ■金額/別紙

メンズカットｾﾐﾅｰ③

●講師/ zero hair 温泉氏

■場所/滝川札幌営業所

10日（月）11日(火)12日(水) 13：00～18：00

■定員/15名

ハーブマジックカレッジ

●講師/ 開発者 島氏

■場所/産業振興センター

■定員/30名 ■金額3000円

PEEK-A-BOO カットデザインスクール①

●講師/ PEEK-A-BOO 町田 陽子氏

■場所/アリミノ札幌スタジオ

18日(火) 10：00～15：00

■定員/20名 ■金額/別紙

アレンジスタイルセミナー

●講師/ Belle Grow 梶原 菜美氏

23日(火) 13：00～

■定員/30名 ■金額/無料

BLEACH BATTLE

●講師/ ミルボン講師

11日(火) 13：00～

■定員/30名 ■金額1000円

BCAストレートセミナー

●講師/BCAインストラクター

■場所/産業振興センター

■定員/20名 ■金額5000円

PEEK-A-BOO カットデザインスクール②

●講師/ PEEK-A-BOO 町田 陽子氏

30日(火) 12：00～15：00

■場所/アリミノ札幌スタジオ

27日(火) 13：00～

■定員/20名 ■金額/別紙

ヘアカラーデザインセミナー

●講師/ heelGINZA 智堂氏

■場所/産業振興センター

■定員/別紙 ■金額3000円

癒しのドライヘッドスパセミナー

●講師/matane 木野田氏

■場所/(株)みずのスタジオ

■定員/20名 ■金額1000円

9日(月)10日(火)11日(水)12日(木) 13：00～18：00 ハーブマジックカレッジ
●講師/ 開発者 島氏

17日(火) 12：00～15：00

■場所/産業振興センター

1日(火) 12：00～15：00

■場所/資生堂札幌ビル

■定員/50名 ■金額3000円

秋のパワーｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

●講師/ 727インストラクター

■場所/(株)みずのスタジオ

7日（月）8日(火)9日(水) 13：00～18：00

■定員/30名 ■金額3000円

ハーブマジックカレッジ

●講師/ 開発者 島氏

8日(火) 10：00～

■定員/30名 ■金額3000円

メンズブランディングセミナー

●講師/SORA

ﾐﾙﾎﾞﾝ
アリミノ

■場所 滝川札幌営業所4F ■定員/50 ■金額/２．０００円

■場所/産業振興センター

■定員/30名 ■金額3000円

ミルボンDA INSPIRE 2019札幌
■場所/真駒内セキスイハイムアリーナ

■定員/別紙 ■金額/別紙

7日(月) 20：00～ NEXT WORK STYLE (女性美容師が活躍し続ける為に)
●講師/ 工藤 由布氏

22日(火) 13：00～
●講師/ kamiken 鈴木和敏氏

12日(火) 13：00～17：00
●講師/ HIKARI 高橋氏

3日(火) 13：00～16：00
●講師/ 開発者 島氏

■場所/アリミノ札幌スタジオ

■定員/30名 ■金額/別紙

「脱・職人経営セミナー」
■場所タカラベルモント

■定員/20名 ■金額1000円

HIKARIカットｾﾐﾅｰ
■場所/(株みずのスタジオ)

■定員/10名 ■金額5000円

ハーブマジックセミナー
■場所/ホテルライフォート札幌

■定員/50名 ■金額/無料

