新フォ ルム 提 案

ナノアイロン&メニュー
デビューSEMINAR
今まで難しかったストレート＋C カールデザインが、
ナノレベルのスチームアイロンを
使えば可能に！ ぜひルベルの新フォルム提案をお楽しみください。

Special features
潤う
髪の深部まで水分が浸透し、
ツヤやかな潤いを実現

ナノレベルの
スチームが
効果的

保つ

まもる

熱とナノスチームによって、
毛髪深部から水素結合を
組み替えるため
カール力がアップ

ナノスチームがアイロンによる
熱ダメージから
髪をまもる

第1部

メニュー編

10:00～11:00

第2部

2017
Spring
debut!

フィニッシュワーク編

11:15～12:00

Time

Time

新カールアイロンでストレート
メニューの提案が進化！

アフターカウンセリングで
うるツヤなモテ髪に！

マンネリ化しがちなストレートパー
マ。新メニューなら毛 先のカールが
簡単につくれ（＋15 分）、お客 様の
満足度もアップ。その施術テクニック
と技術ポイントを紹介。

フィニッシュワークでお客様へのデ
ザイン提案の幅が広がる、
アフターカ
ウンセリング法を解説。新カールアイ
ロンを使ったモテ髪スタイルを披露。

2017年
3月13日（mon）
長門 政和／Masakazu Nagato
LOVEST 銀座 by air 店長
ナチュラルでありながら、
上品に見えるエレ
ガントスタイルを得意とし、
丁寧なカウンセリ
ングで、
幅広い年齢層のお客様から支持さ
れている。サロンワークと並行して、
有名雑
誌で最新ヘアスタイルも数多く発表。最近
では、
テレビ番組の出演など幅広く活躍中。

義永 大悟／Daigo Yoshinaga
Peace Hairmake 代表
モテ髪師

モテ髪師。独自で考案した診断法で男心を
掴む髪型をつくり、
「大悟さんに髪を切って
もらうと彼氏ができる」というジンクスが女
性の間で評判に。女性誌やテレビでも注目さ
れる。幅広く活躍を続け、モテる理論を伝授。
これまでモテさせてきた女性は2万人以上！

Start=10:00

（Open=9:30～）

Finish=12:00
＠大阪／ＴＢホール

新フォ ルム 提 案

ナノアイロン&メニュー デビューSEMINAR
■ 開催日 ： 2017年 3月13日
（月）

■ 定 員 ：200 名

（定員になり次第締め切らせていただきます）

■ 時 間 ：10:00～12:00（受付 9:30 ～）

■ 会 場 ：タカラベルモント
（株）
大阪本社B1F/TB ホール

■ 受講料 ： 3,000 円（税抜）
※お申込みは、2017 年1月13 日
（WEB 申込み・FAX 申込みともに）
より開始します。
※受付開始前のお申込みに関しては、無効とさせて頂きますので、予めご了承ください。
※WEB でのお申込みの場合は、5％引きとなります。

大阪市中央区東心斎橋 2-1-1

FAX お申し込み

¥7,560

（税込）

¥1,080 おトク!

ルベルHP内【Salon Support】よりナ
ノアイロン&メニュー デビューセミナー他、
モードコンパスデザインセミナーを選択。

南郵便局

南警察署
Foodium
周防街通り
（ヨーロッパ通り）
タカラベルモント株式会社
大阪本社B1F

WEB お申し込み

TB ホール

¥6,978

（税込）

¥1,662 おトク!

至なんば

TBSQUARE
N

至日本橋

〈会場アクセス〉
地下鉄堺筋線・地下鉄長堀鶴見緑地線
「長堀橋駅」
⑦番出口より徒歩 3分
地下鉄堺筋線・地下鉄千日前線・近鉄電車
「日本橋駅」
②番出口より徒歩5分
地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」
⑥番出口より徒歩7分

※キャンセルによって
「W 受講」から
「単独受講」になる場合は、通常料金となります。

PC・スマートフォンからの
お申込み

南小学校

堺筋

¥3,000+¥5,000+ 消費税
=¥8,640 のところ…

御堂筋

通常

大丸

長堀橋駅

さらに
「モードコンパスデザインセミナー」
も受講するお客様に

心斎橋筋商店街

心斎橋駅

おトクな! Wセミナーお申込み割引サービス

受講のお申込みはこちらから

ルベル セミナー

http://takara-outlet.jp/front/commodity/003/061001-osaka/

ご希望の会場を選び、
「カートに入れる」をクリック。

画面の案内に従って
必要情報をご入力ください。

ご注文完了後、ご登録アドレスに
届く注文受付メールを確認。

※コンビニでのお支払いとなります。

※注文受付メールが受信可能な
状態にご設定をお願いいたします。
（
「ドメイン設定」
＠takara-net.com）

※お申込みの際、新規登録
（初回のみ）が
必要となりますので、予めご了承ください。

※キャンセルされる方は、
受講日の10 日前までにご連絡ください。入金後にキャンセルされますと、
受講料の返金はできません。無断欠席された場合、
今後の受講をお断りさせていただく場合があります。
※各コンビニにより支払い方法が異なりますので、
ご不明の場合は、
コンビニカウンターでご確認ください。

FAX お申込み書

〈コピーしてご使用ください〉

WEB によるお申込み環境の無い方は、
下記「お申込み書」
に必要事項をご記入の上、
FAXにてお申込みください
（先着順）
。お申込み書には、
必要事項をすべて記入してください。記入漏れがありますと、
受講できない場合があります。受付完了後、
受講料のお振込み用紙を郵送いたしますので、
期限
（振込み用紙記載）
内にコンビニエンスストアにて、
ご入金ください。

「ナノアイロン& メニュー デビューセミナー」 お申込み書

お申込み書送付先 FAX:0120-121-636

サロン名
サロンTEL
サロン住所
受講者氏名

（

）

-

サロンFAX （

〒

）

-

代理店名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

割引特典付き!

ダブル受講「ナノアイロン&メニュー デビューセミナー」＆
「モードコンパスデザインセミナー2017 S/S大阪」 お申込み書
サロン名
サロンTEL
サロン住所
受講者氏名

（

）

-

サロンFAX （

〒
フリガナ

）

-

代理店名
フリガナ

フリガナ

〈個人情報の取り扱いについて〉
ルベル／タカラベルモント株式会社では、
講習お申込みにあたり任意でご記入頂きました内容は、
講習の運営
（お申込み確認・受付・受講料の領収など）
及び弊社からの
製品・サービス等に関する情報の提供に必要な範囲にて利用させていただきます。なお、
当該利用目的の達成のために、
ご記入頂きました内容を必要な範囲でお取引代理店に提供する事がございます。

