薄毛需要にきちんと対応する理美容師になる為に！
⚫ 技術をもっと落とし込みたい…
⚫ 技術や知識を磨いて自信をつけたい…
⚫ 提案方法やカウンセリングの仕方がいまいち分からなくて不安…

などなど

増毛、ＷＩＧ、育毛の落とし込んだセミナーを致します
そんなオーナー様、スタッフ様の為に３回コースを期毎で
3D 増毛スクールを開催致します！！

限定１０名様 ３回コース
講習費
お好きなコース １回のみ
講習費
スタッフ様は半額
会場

３万円（税別）
１万円（税別）

《お土産付き》
※詳細については別紙参照

【月曜コース：関西・東京】【火曜コース：東京】
時間 AM11：00～PM4：00（食事休憩あり）
なるべく期毎の受講をお勧め致します。
【ヘアホスピスアドバイザー講習とは…】
1.高齢化社会に特化した技術ノウハウが身につきます
2.高単価客に対応する理美容師になる為に
3.セルフプロデュースの出来る美容師に
３回コース全て受講された方のみ卒業（ディプロマ進呈）
毎回課題、宿題を出すので達成出来るようにお願い致します。
３回コースはどの回、どの県の会場に参加されても OK!
卒業後は毎月開催されているホスピス講習にいつでも無料で参加出来ます。
※3D 増毛を導入されていないサロン様は参加不可
（見学、体験は可能です）
新規加盟店様はお好きなコース１回のみ無料！それ以降は有料となります。
3D の勉強をしながら仲間と一緒にお客様に寄り添える美容師になる為に
生涯顧客の差別化になる本気の勉強会に参加してみませんか。
きちんとした技術を習得して頂きたいので各コース限定１０名様のみの受付と
させて頂きます。
３日間のスクールにご参加頂いた方には
【3D ヘアホスピスアドバイザー修了証書】を進呈致します。

お問合せ番号：048-458-0709

ヘアホスピスアドバイザーセミナー
関西年間スケジュール
各コース限定 10 名様

①

2019 年

つむじ隠し・前髪直し
月

場所

日にち

内容

１０月

大阪

28 日（月）

⓵

カウンセリングの仕方

レオンカ WIG
スタイルに合った WIG の選び方

１１月

兵庫

18 日（月）

12 月

大阪

9 日（月）

⓵

兵庫

27 日（月）

【お土産】

⓶

2020 年
1月

カタログの見方、ウイッグのカット

人工毛２箱、3D 販促ツール

②
⓶

2月

大阪

3 日（月）

⓷

3月

兵庫

23 日（月）

⓷

4月

大阪

27 日（月）

分かれ目直し・育毛コース
3D ボリュームエクステ＆ヘアトーク
3D スキャルプシリーズの説明
ウイッグの修理、メンテナンスの仕方
アフターフォローの仕方
【お土産】

⓵

人工毛 1 箱、3D スキャルプシリーズ

5月

兵庫

25 日（月）

⓵

6月

大阪

1 日（月）

⓶

7月

兵庫

6 日（月）

⓶

8月

大阪

24 日（月）

③

9月

兵庫

28 日（月）

⓷

（いずれか 1 本）

③
M 字直し
モデルさんを使っての実践
医療用ウイッグの勉強会
【お土産】
レオンカコスメ、ディプロマ
3D ヘアホスピスバッチ

３Ｄ増毛パワーアップセミナーin
3D 増毛スクール IN 大阪静岡
３Ｄヘアホスピスセミナー

3D 増毛システム本気の㊙セミナー
増毛、WIG、育毛の３つの技術（三回コース）！！
理美容室サロンのこれからのメニューに、高齢化時代に生き残る美容師に・・・・・・
理美容師として成功するには、セルフプロデュース出来る理美容師に・・・・・・・
理美容室低料金、理美容室の増加に負けない為には、競争しなくとも勝てる理美容師に・・・・・

３D 増毛システムでお客様満足度と新たな継続、安定技術の可能性に！！
３D 増毛システムはお客様の髪のお悩み解消技術ですから、流行に左右されず、顧客満足で
リピート UP、単価 UP の生涯顧客の安定メニューです。

しっかり技術習得して頂きたいので限定１０名様のスクールとなります。

日 時： 別紙参照又は３Ｄ増毛ホームページのヘアホスピスアドバイザーページにて
講習内容：１１：００～１６：００ ３D 増毛スクール
会 場： 自習室うめだ大阪駅前第３ビル店 ２Ｆ
住 所： 大阪市北区梅田１丁目１－３ 大阪第三ビル２階
大阪駅、梅田駅からディアモールで直結
ＪＲ北新地駅、地下鉄東梅田駅より徒歩７分
持ち物： ウィッグ、クランプ、3Ｄ増毛ペン、3Ｄボード、筆記用具
参加費： ３００００円（税別）三回分 1 回コース 10000 円（税別）スタッフ様半額
場所 ： ３Ｄ増毛ホームページにて地図掲載

3Ｄ増毛スクールにご参加される方は、ご記入の上 FAX をお願いいたします。
サロン名
住所

参加者名

〒

サロン電話番号

第

期

月曜コース

1 回のみの参加ご希望又は月曜火曜混合の方
第

期

月

日

第

期

月

日

第

期

月

日

※期をまたいで 3 回コースを受講されたい方はお電話にてご相談下さい

有限会社

ステラ 3D 増毛部門
申し込み FAX 049（293）3688
〒353-0004 埼玉県志木市本町 6-21-10
講習受付 TEL:048-458-0709 携帯 08022420366

主催：有限会社 ステラ ３Ｄ増毛部門
会場：自習室うめだ 大阪駅前第３ビル ５２号室
お問い合わせ：有限会社 ステラ 技術サポート
ＴＥＬ 048-458-0709
株式会社おおうら
ＴＥＬ 06-6225-8976
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田 １丁目１－３
電車でお越しになる御客様
○東梅田駅から徒歩４分
○ＪＲ大阪駅から徒歩５分

３Ｄ増毛パワーアップセミナーin
3D 増毛スクール IN 兵庫静岡
３Ｄヘアホスピスセミナー

3D 増毛システム本気の㊙セミナー
増毛、WIG、育毛の３つの技術（三回コース）！！
理美容室サロンのこれからのメニューに、高齢化時代に生き残る美容師に・・・・・・
理美容師として成功するには、セルフプロデュース出来る理美容師に・・・・・・・
理美容室低料金、理美容室の増加に負けない為には、競争しなくとも勝てる理美容師に・・・・・

３D 増毛をきちんと習得して薄毛需要に対応する理美容師に！！
３D 増毛システムはお客様の髪のお悩み解消技術ですから、流行に左右されず、顧客満足で
リピート UP、単価 UP の生涯顧客の安定メニューです。

しっかり技術習得して頂きたいので限定１０名様のスクールとなります。

日 時： 別紙参照又は３Ｄ増毛ホームページのヘアホスピスアドバイザーページにて
講習内容：１１：００～１６：００ ３D 増毛スクール
会 場： センタープラザ西館貸し会議室６Ｆ
住 所： 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１ ＴＥＬ078－391－1808
ＪＲ元町駅、阪急三宮駅 ＪＲ三ノ宮駅 徒歩数分
持ち物： ウィッグ、クランプ、3Ｄ増毛ペン、3Ｄボード、筆記用具
参加費： ３００００円（税別）三回分 1 回コース 10000 円（税別）スタッフ様半額
場所 ： ３Ｄ増毛ホームページヘアホスピスセミナーページにて地図掲載

3Ｄ増毛スクールにご参加される方は、ご記入の上 FAX をお願いいたします。
サロン名
住所

参加者名

〒

サロン電話番号

第

期

月曜コース

1 回のみの参加ご希望又は期をまたいで受講される方
第

期

月

日

第

期

月

日

第

期

月

日

※期をまたいで 3 回コースを受講されたい方はお電話にてご相談下さい

有限会社

ステラ 3D 増毛部門
申し込み FAX 049（293）3688
〒353-0004 埼玉県志木市本町 6-21-10
講習受付 TEL:048-458-0709 携帯 08022420366

主催：有限会社 ステラ ３Ｄ増毛部門
会場：センタープラザ西館貸し会議室 ６Ｆ ３号室
お問い合わせ：有限会社 ステラ 技術サポート
ＴＥＬ 048-458-0709
株式会社 神戸サンセンタープラザ
ＴＥＬ 078-391-1808
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町 2-11-1
電車でお越しになる御客様
○ＪＲ元町駅 ＪＲ三ノ宮駅 阪急三宮駅 から 徒歩５分以内

