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Hygiene 
Management.

BASIC

ADVANCED

PROFESSIONAL
SCHOOL

1m ×
×

衛生管理について
日本ロレアルではアカデミー運営にあたり、以下の事項を厳守しています。

ON LINEで行うWebinarコンテンツ
新人の方など基本的な技術を
学んでいただくためのコンテンツです

スタイリストの方など応用的な技術を
学んでいただくためのコンテンツです

各分野のスペシャリストから技術を
学んでいただくためのコンテンツです

OFF LINEで行うAcademyコンテンツ

Artistによるマスタークラスコンテンツ

〈アカデミーのオープン前〉

〈アカデミーのオープン時〉

アカデミーエリアでの以下を含む徹底した清掃および消毒
すべての作業表面 すべてのディスプレイ表面 床、椅子、ベンチ、カゴ類鏡、

ゴミ箱、洗面台、スタイリング
ステーション等

アカデミーの従業員が使用
するすべての器具類

発熱、くしゃみ、咳などの症
状がある人との近距離の接
触はいたしません。

他者との必要性の低い近
距離接触を制限していま
す。最低1m以上の距離を
保ちます。

咳やくしゃみをする場合は使
い捨てのティッシュ/ハンカ
チまたは肘の内側で口と鼻
を覆います。使い捨ての
ティッシュ/ハンカチはすぐに
捨て、手を洗うか、ハンドサニ
タイザーを使用します。

挨拶の際、握手はいたしま
せん。

すべてのビジターに対し到
着時に手洗いを要請いたし
ます。

すべてのハサミ、ヘアドライ
ヤー、バリカン、シェーバー、
化粧品等は、使用後に毎
回洗浄および消毒をいたし
ます。

全てのビジターに対してド
レッシングローブ・テクニカル
カーラー等、お客様の為に
使い捨ての素材・生地を使
用します。タオルは使用後に
毎回洗浄および消毒をいた
します。

セミナー主催者は対象となるすべてのビジターへ、入場時に以下を要請・
確認いたします。

アカデミーでは、従業員と全
てのビジターが保護マスクを
着用する義務があります。
（飲食の際は、マスクを取外
し可とします。）

受付エリア（入口エリア）
の掲示ルールに従ってくだ
さい。

セミナー主催者は終了後手
に触れる可能性のある表面
部分は使用器材を含め、消
毒液を使用してよく拭いてい
ます。

1 2 3 4

1 2 3

5 6 7

4

8 9 10

12 13

11

1M以上のソーシャル
ディスタンス

40秒以上かけて
手を頻繁に洗う

目・鼻・口を触らない 咳やくしゃみをする時は
肘かティッシュで覆う

挨拶をする時
握手をしない

ティッシュは
繰り返し使わない

発熱、咳、呼吸困難の場合
従業員は在宅し、医師と相
談するもしくは地元の保健
当局の指示に従います。

1m

石鹸と水で頻繁に手を洗い
ます。水の出る場所がない
場合は、手指消毒剤を使用
します。

①事前に主催者よりレターを受領しており
その内容を確認・合意を頂けていること。

②体調に問題が無いこと。
③手洗い＆手指消毒済みであること。
④非接触型検温機を使用し、体温に問題がないこと。

ア カ デ ミ ー ご 利 用 の 皆 様 へ お 願 い

〈衛生への配慮〉
1-
2-
3-
4-
5-
6-

熱のある方、体調の優れない方は事前に弊社応対社員にお申し出いただき、入場をお控えいただけますようお願いいたします。
入場時に必ず手指消毒をお願いいたします。
入場時に体温測定をさせていただき、37.5℃以上の場合には入場をお断りさせていただきますのでご了承ください。
マスクを着けた状態で入場いただき、アカデミー内では常時マスクを着用ください。
握手などの身体接触を伴う挨拶は控えさせていただいております。
常にお互いが十分な距離（1メートル以上）を保つようご配慮ください。

〈アカデミー共有部での注意点〉
1-
2-
エレベーター内ではマスクを着用し、分散乗車を心掛け、なるべく会話を控えてください。
喫煙スペースでは密集・密接を避けて十分な距離を確保し、なるべく会話を控えてください

2022.
Education
Plan
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BASIC
Course.

受講No.L-BA1

カラー理論
色彩知識・毛髪知識を知ろう！

ヘアカラーの基本的な理論を学ぶクラスです。
なぜ髪が染まるのか、毛髪は何色で出来ている
かなどヘアカラーの楽しさや奥深さや、
失敗せず、自信を持ってヘアカラーの塗布が出
来るための理論を学べます。
プロフェッショナルとしての第一歩を
サポートします！

※PC・スマホから閲覧の場合、二次元コードをタップすることで申し込みページにアクセスできます

4月25日(月) / 4月26日(火)

●色彩学　●毛髪について　
●ライトニングについて　●アンダートーンついて　
●正確なカラープロセス（調合、塗布、放置時間、乳化など）

●新人の方
●あらためて色・毛髪の基本知識を学びたい方　

無料

1.5時間（10:00～11:30）

Teamsの上限に達し次第受付終了

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

受講No.L-BA2

薬剤知識
カラー剤を知ろう！

カラー剤の種類と染毛原理を学ぶクラスです。
お客様の悩みは十人十色です。カラー剤の種類
によって異なる特徴を理解することで、様々な
お客様に対応できるようになります。
正確な薬剤コントロールが
できるようになりましょう！

5月23日(月) / 5月24日(火)

●カラー剤の種類と特徴
●カラー剤の染毛原理
●アンダートーンによる色の見え方の違い

●新人の方
●あらためてカラー剤の基本知識を学びたい方

無料

1.5時間（10:00～11:30）

Teamsの上限に達し次第受付終了

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

受講No.L-BA3

グレイカラーの基本
グレイカラーを知ろう！

白髪の特徴や染毛原理の違いを学べるクラス
です。アクティブに活動しているグレイ世代
の方々に、ヘアカラーを更に楽しんでいただ
けるような技術を身につけ、グレイカラーを
使いこなせるようになりましょう！

5月30日(月) / 5月31日(火)

●白髪の特徴
●グレイカラーテクニック
●薬剤調合の考え方

●新人の方
●あらためてカラー剤の基本知識を学びたい方

無料

1.5時間（10:00～11:30）

Teamsの上限に達し次第受付終了

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

新人の方など基本的な技術を
学んでいただくためのコンテンツです

ON LINEで行うWebinarコンテンツ

76

https://forms.office.com/r/ysfgvfyqjs
https://forms.office.com/r/iKS8k2MRzS
https://forms.office.com/r/sJZSGaJn0j


ADVANCED
受講No.L-AD1

ブリーチ ノウハウ
ブリーチの使いこなしを知ろう！

トレンドでもあるブリーチ剤の使いこなしはできて
いますか？お客様に提案できるブリーチテクニック
やブリーチ剤の考え方の幅を広げられる内容が盛り
だくさんです！ブリーチ剤の特徴やブリーチコント
ロールを習得しましょう！

●ブリーチ剤の特徴　●薬剤調合の考え方
●ブリーチ毛に対してのオンテクニック
●実習

●アシスタント　●ジュニアスタイリスト
●スタイリスト

\1,000(LPS 無料)

5時間（13:00～18:00）

12

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

受講No.L-AD2

オンカラーテクニック

様々なアンダートーンによる
発色を知ろう！

様々なアンダートーンに対して、イメージ通りの色を
出せるようになるクラスです。高彩度の色味を出すた
めのアンダーコントロールや調合のポイントやクリア
剤の使いこなし、塗布手順を理解し、お客様の求める
色を出せるようになります。最適なオンカラーの調合
や色の特徴を習得しましょう！

●プレテクニックについて
●強調色の考え方　●薬剤調合のポイント
●クリア剤の使い方　●実習

●アシスタント　●ジュニアスタイリスト
●スタイリスト

\1,000(LPS 無料)

5時間（13:00～18:00）

12

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

受講No.L-AD3

カラーデザインテクニック
様々なデザインの作り方を知ろう！

バレイヤージュ・ホイルワーク・エアタッチなどトレ
ンドとして取り上げられている様々なテクニックや、
使い分けを学べます。テクニックを応用することで、
オリジナルデザインを生み出すことが出来ます。お客
様に合わせたトレンドデザインを提案しましょう！

●様々なテクニックの考え方
●骨格ポイント
●ゾーニングの考え方　●実習

●アシスタント　●ジュニアスタイリスト
●スタイリスト

\1,000(LPS 無料)

5時間（13:00～18:00）

12

ロレアル プロフェッショナル
教育チーム トレーナー

時間

講師

定員

費用

内容

対象

受講No.L-AD4

フレンチ
バレイヤージュデザイン

即実践！鉄板デザインを知ろう！
by ID Artist

ロレアル プロフェッショナルが提案するフレンチ
バレイヤージュをもとに、サロンワークですぐに
実践できるデザインテクニックを学べます。
バレイヤージュデザインを自身の強みに
しましょう！ロレアル プロフェッショナル
認定講師のID Artistによるクラスです。

●フレンチバレイヤージュの考え方
●フレンチバレイヤージュのポイント
●実習

●アシスタント　●ジュニアスタイリスト
●スタイリスト

\1,000(LPS 無料)

5時間（13:00～18:00）

12

ロレアル プロフェッショナル
認定講師 ID Artist

時間

講師

定員

費用

内容

対象

2月22日(火) / 9月27日(火)東京 2月21日(月) / 9月26日(月)大阪

3月8日(火) / 10月25日(火)東京 3月7日(月) / 10月24日(月)大阪

3月29日(火) / 11月8日(火)東京 3月28日(月) / 11月7日(月)大阪

8月30日(火) / 11月22日(火)東京 8月29日(月) / 11月21日(月)大阪

Course.
スタイリストの方など応用的な技術を
学んでいただくためのコンテンツです

OFF LINEで行うAcademyコンテンツ

※LPS…ロレアル パートナーサロン※PC・スマホから閲覧の場合、二次元コードをタップすることで申し込みページにアクセスできます 98

https://forms.office.com/r/3weTU2wzhe
https://forms.office.com/r/PYx9MQVeZu
https://forms.office.com/r/DRv0uYCQLu
https://forms.office.com/r/JSzHNDa8w7


PROFESSI ONALSchool.

ハイトーンから暗髪スタイルに特化した2日間コースのスクールです。
2極化するトレンドデザインの作り方をレクチャーいたします。
トータルカラーサービス提案とSNS発信のノウハウを習得できます。

&

NATSUMINOBUTOMOYO NISHINOHARUMI IWAKAMI

受講No.L-PS4

NOBU氏 / NATSUMI氏講師

●ハイトーンの考え方
●暗髪の考え方
●ALBUM流 / NNN流カラーデザインテクニック 
●SNS発信のポイント

内容

詳細は別途ご案内詳細は別途ご案内詳細は別途ご案内詳細は別途ご案内

東京

大阪

サロン教育ブランディング 
&
ヘアカラー
コーディネートマスター
２Days

サロン教育ブランディング 
&
ブリーチマスター 
２Days

サロン教育ブランディング 
&
デザインカラーマスター 
２Days

サロン教育ブランディング 
&
ヘアカラー
バリエーションマスター
２Days

似合わせスタイルに特化した2日間コースのスクールです。
トレンドをもとにPEEK-A-BOO流の
似合わせテクニックをレクチャーいたします。
カット・メイク・ヘアカラーデザインまで
トータルコーディネートのノウハウを習得できます。

受講No.L-PS1

堀内 邦雄氏 / 高橋 学氏講師

●TRENDスタイルの作り方
●PEEK-A-BOO流似合わせカットデザイン 
●トータルコーディネートの考え方内容

東京

大阪

4月11日(月)
&

4月12日(火)
4月18日(月)

&
4月19日(火)

デザインカラーに特化した2日間コースのスクールです。
ホイルワークからバレイヤージュまで
kakimoto arms流デザインカラーのノウハウをレクチャーいたします。
基礎テクニックから応用テクニックまで
デザインカラーの幅を広げられる技術を習得できます。

受講No.L-PS3

岩上 晴美氏 / 西野 睦代氏講師

●kakimoto arms流カラーデザインテクニック
●ホイルワークテクニック
●バレイヤージュテクニック内容

東京

大阪

ALBUM ＆ NNN 
スクール

PEEK-A-BOO 
スクール

kakimoto arms 
スクール

TONI&GUY 
スクール

ブリーチ剤に特化した2日間コースのスクールです。
ハイクオリティなブリーチの考え方をレクチャーいたします。
ナチュラルからクリエイティブまで幅広い年齢層やスタイルに
活用できるノウハウを習得できます。

受講No.L-PS2

雑賀 英敏氏 / 赤岡 翔太氏講師

●TONI&GUY流ブリーチの考え方 
●アンダーコントロールの考え方
●ブリーチの使いこなし内容

東京

大阪

Artistによるマスタークラスコンテンツ 2日間の講習でマスター出来るスペシャルコンテンツ

MANABU TAKAHASHIKUNIO HORIUCHI SHOTA AKAOKAHIDETOSHI SAIGA

5月10日(火)
&

6月14日(火)
5月9日(月)

&
6月6日(月)

6月28日(火)
&

8月2日(火)
6月20日(月)

&
7月25日(月)

9月13日(火)
&

10月11日(火)
9月5日(月)

&
10月3日(月)

※記載はサロンのアルファベット順
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Business

\1,000(LPS 無料)

2時間

16名

プロフェッショナル教育本部
時間

講師

定員

筆記用具持ち物

費用

製品販売におけるアプローチの苦手意識を克服する
ヒアリング スキルを身につける

●販売力を身につけたい方
●お客様との会話が苦手な方

内容

対象

受講No.B-R1

苦手意識克服

販売スキル1

製品の販売はサロンの売上に貢献するだけではなく、そこで
行われるお客様とのコミュニケーションからリピート来店の
可能性も生み出します。販売にいたる最初のステップとし
て、聴く力を身につけます。

5月31日（火）13:00-15:00 / 9月12日（月）13:00-15:00Webinar

\1,000(LPS 無料)

2時間

16名

プロフェッショナル教育本部
時間

講師

定員

筆記用具持ち物

費用

販売に必要なコミュニケーションを理解する
お客様が求める提案方法を理解する

●販売力を身につけたい方
●会話から製品の販売につなげられない方

内容

対象

受講No.B-R2

最適コミュニケーション

販売スキル2

販売に必要なコミュニケーションとはどのようなものでしょ
うか？お客様が製品を使いたくなるような提案ができれば、
購入するための動機が生まれます。「何がお客様の心にひび
くのか」を考えるためのクラスです。

6月28日（火）10:00-12:00 / 10月3日（月）13:00-15:00Webinar

\1,000(LPS 無料)

2時間

16名

プロフェッショナル教育本部
時間

講師

定員

筆記用具持ち物

費用

購買心理７段階を理解する
クロージング スキルを高める

●販売力を身につけたい方
●クロージング力を高めたい方

内容

対象

受講No.B-R3

効果的なクロージング

販売スキル3

製品についての会話は盛り上がったのに販売につながらな
かったという経験はありませんか？  効果的に意図を伝え、
目的を達成するためには何が必要かを理解し、確実なクロー
ジングができる方法を学びます。

7月12日（火）10:00-12:00 / 11月14日（月）13:00-15:00Webinar

Education. 新人の方からスタイリストの方向けのクラスです

スキルアップのためのコンテンツ

※LPS…ロレアル パートナーサロン※PC・スマホから閲覧の場合、二次元コードをタップすることで申し込みページにアクセスできます

\1,000(LPS 無料)

2時間

16名

プロフェッショナル教育本部
時間

講師

定員

筆記用具持ち物

費用

感情的・共感的コミュニケーションを理解する
より相手に寄り添うためのスキルを高める
観察、想像した内容を表現するスキルを高める

●顧客満足度を向上したい方
●共感力を高めたい方

内容

対象

受講No.B-C1

顧客満足度向上に
つながる共感力

コミュニケーションスキル

共感したつもりなのに、感情と行動が一致せず相手にうまく
伝わらなかった経験はありませんか？感情と心理と行動を
分析し、相手と同じものを見ようとする姿勢に変える
コミュニケーション方法を学びます。

6月14日（火）13:00-15:00 / 11月15日（火）10:00-12:00東京

\2,000(LPS 無料)

16名定員

筆記用具持ち物

費用

社会人と学生の違い・接遇マナーの基礎
正しく感じの良い言葉遣い
サロンを想定した実践的なロールプレイング

●新人の方
●ビジネスマナーを習得したい方

内容

対象

受講No.B-L1

社会人としての
マナーとおもてなし

ニュースタッフ 接遇マナー

社会人としての心構えやお客様に接する際のマナー、言葉遣い、立居
振る舞いを、ディスカッションや豊富なロールプレイングを交えて
学べる、実践型のクラスです。明日から直ぐに使えるポイントを
習得し、サロンスタッフとして万全な準備を整えましょう。

5月17日（火）
13:00-17:00東京

4月11日（月）
13:00-17:00大阪

4月18日（月）
13:00-17:00名古屋

4時間
プロフェッショナル教育本部
JHMA認定ホスピタリティー・
コーディネーター

時間

講師

Academy

Academy

ON LINEで行うWebinarコンテンツ OFF LINEで行うAcademyコンテンツ
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https://forms.office.com/r/4n2C7uzn2A
https://forms.office.com/r/F2Jyqpk3fy
https://forms.office.com/r/ycB6ECD3ab
https://forms.office.com/r/sKTcX2r25M
https://forms.office.com/r/ewv73KV6Eb


リーダーの方、マネジメント層向けのクラスです

Leaders
Seminar.

サロンデジタル コンサルタント　
根岸 伸行氏

講師

●集客導線とは
●SNSとホームページの役割の違い
●デジタルで結果を出すためのスタッフを動かす仕組みづくり

内容

受講No.B-B5 デジタル リテラシー
美容業界にはお客様と直接繋がることができるデジタルツールが数多くあります。
なぜお客様はデジタルを利用して美容室と繋がろうとするのでしょうか？
お客様とデジタルの関わり方を軸に、
美容室として最適な一歩を踏み出すためのヒントをお伝えします。

元美容師として都内・海外で経験を積んだ後、IT企業に転身しITリ
テラシーを高める。その後ブライダルプロデュース会社を立ち上げ
るという異色の経歴を持つ。ウェディング業界では他社よりも早く
Web集客を実施しており、そのノウハウを活かし美容室GARDEN
ではWebマーケターとして新規客を純増させていた。現在は独立し
てサロンをコンサルしながら業界の活性化を図っている。

9月6日（火）

デジタルを用いたワンランク上のサロン創り

Webinar

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

一般社団法人 日本リーダーズ学会
代表理事
嶋津 良智氏

講師

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

●理念経営の目的、意味、意義、重要性
●企業の成長を左右する「企業文化」
●理念を共有・浸透させるための4ステップ
●組織を強くする「マネジメントポリシー」

内容

受講No.B-B7 理念組織
優秀な経営者は口を揃えて、「理念が重要」と言います。
しかし、なぜ企業にとって理念が、それほどまでに重要なのでしょうか？
企業における全ての行動の原点は「理念」にあり。
「理念」を土台とした強い組織づくりに必要な「5つの要素」を身につけていただきます。

IT系ベンチャー企業にて同期100名の中でトップセールスマンとして活躍。
24歳で最年少営業部長に抜擢。就任3カ月で担当部門の成績が全国No.1に。
28歳で独立起業し代表取締役に就任。M&Aを経て、2004年に52億円の会社
まで育て株式上場（IPO) を果たす。2005年、次世代リーダー育成のための教
育機関『リーダーズアカデミー』を設立。シンガポールへ拠点を移し、講演・
企業研修・コンサルティングを行う傍ら、顧問・社外役員として経営に参画。
世界15都市でビジネスセミナーを開催し5万人以上のリーダー育成に携わる。
2013年日本へ拠点を移し、一般社団法人日本リーダーズ学会を設立。

10月4日（火）

Webinar

ミッション・ピラミッドと5レイヤー

幹部を目指すリーダーのためのコンテンツ

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

東京:16名/Webinar:24名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

●販売につなげる７つの感情的ステップを理解する
●販売に対する苦手意識を克服する
●製品に魅力を感じる提案方法を身につける

販売技術論
販売に苦手意識を持つスタッフに必要な改善策は、製品知識を覚えるだけではありません。
大事なことはスタッフが販売のどのポイントで躓いているかを明確にし、
苦手意識を克服することです。スタッフの気持ちとお客様の心理をシンプルに紐解き、
楽しく販売ができるサロンづくりを目指します。

プロフェッショナル教育本部

講師

受講No.B-B6

9月27日（火）

内容

販売に強いスタッフを育てる指導法

Hybrid東京

Hybrid

プロフェッショナル教育本部
本部長　
桂 真弓

講師

受講No.B-B8 スタッフ指導育成
「育てる側」のスキルとマインドが整っていることで、スタッフは自身の成長に対してモチベーション
を高めることが出来ます。スタッフが前向きに自身の課題を解決し、能力を開発できるよう、指導育成
者が知っておくべき心構えや指導のスキーム、スタッフのタイプやレベルに合わせた言い方や接し方を
具体的に学び、スタッフの個々のパフォーマンスをアップさせましょう。11月1日（火）

個々の成長を導く指導育成法

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

東京:16名/Webinar:24名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

Hybrid東京

●指導育成にあたって心得ておきたいこと
●育成計画の重要性と立て方
●効果的な指導のノウハウ（タイミング・方法・褒め方・叱り方など）
●スタッフのタイプ別・レベル別コミュニケーション

内容

Hybrid

※LPS…ロレアル パートナーサロン※PC・スマホから閲覧の場合、二次元コードをタップすることで申し込みページにアクセスできます

ANAビジネスソリューション
株式会社

講師

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

●最上級のおもてなし」を実践するための「気付き」「感性」を養う
●「おもてなし」を時系列分析し、場面ごとにレベルアップを図る
●SKYTRAX（スカイトラックス）社のエアライン・スター・ランキングで
  「5スター」を連続獲得したANAのサービスの視点をお伝えし、
   最上級のおもてなしへの足がかりかりとする

内容

受講No.B-B1 ホスピタリティ マネジメント
「最上級のおもてなし」を実践するための「気付き」や「感性」などを学ぶことができます。
「おもてなし」を時系列分析し、場面ごとにレベルアップを図ることで、
自サロンにとっての「最上級のおもてなし」を実践することができるでしょう。
「おもてなし」のプロフェッショナルから直接学ぶことができる貴重な機会です。

1988年の創立依頼、ANA グループで培ってきたノウハウを活かし、
「安心を育てる仕組みと行動」や「接遇＝おもてなしの心の表現」
を礎とした研修プログラムを通して、企業で求められる人材の育成
をサポートしている。また、人材派遣・紹介、調査・コンサルティ
ングやアウトソーシングなど、「人財」に関わるビジネス領域で幅
広いサービスを提供している。2021年 オリコン顧客満足度調査「企
業研修 若手・一般社員向け公開講座」の＜講師＞ において第１位を
獲得。

4月12日（火）

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

●話し方、伝え方の重要性
●話しの組み立て方のポイント
●3つの能力の関係性
●プレゼンテーションを成功に導く要素

内容

戦略的プレゼンテーション
リーダーとして、自信を持って自分らしいプレゼンテーションを実施するにはどうしたらい
いでしょうか？説得力あふれる話し方や論理展開はリーダーに欠かすことのできない資質。
相手の心に響き、前向きな行動かを促すことができる「戦略的なプレゼンテーション」の
セオリーとそれを使いこなすスキルを学ぶ機会です。

大手レストランチェーンにて、店長、マネージャー、事業部長を
歴任。100社以上のコンサルティング経験と改善実績をもつ実践
派のコンサルタント。

受講No.B-B2

4月26日（火）

ディスプレイ・内装デザイナー
堀之内 岬氏

講師

●VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の「しくみ」を理解する
●VMDの「現場」から改善策を学ぶ
●ヘアサロンでの実例によるケーススタディ

内容

受講No.B-B3 ディスプレイ改善
1人でも多くのお客様にご入店いただき、1品でも多くの商品にご興味をお持ちいただき、
1品でも多くの商品をお買い上げいただくための「しくみ」があります。
ビジュアルマーチャンダイジングは物販が関わる店舗が注目する、最も重要な
店頭スキルのひとつ。顧客心理に沿った効果的な購買の仕掛けについてお伝えします。

外資系アパレル・バッグブランドのVMDを経て、2016年独立。
ショーウインドウのディスプレイデザインやディレクション、店舗
やイベントスペース・ポップアップショップの内装、店内の戦略的
なレイアウト＆ゾーニング計画、VMD講師まで幅広く従事。
ブランド理念や製品ストーリーを伝えるための情緒的なディスプレ
イデザインを得意とする。年鑑日本のディスプレイ ウインドウ部門
２回入賞、銀座ディスプレイコンテスト2011最優秀賞受賞、2016
優秀賞受賞。

５月10日（火）

株式会社　MS&Consulting
マネージャー
角 俊英氏

講師

5スターから学ぶ「最上級」のおもてなし

プレゼンテーションスキルアップ

売れる「しくみ」とスペースづくり

Webinar

Webinar

マネジメント能力開発研究所
代表 
千賀 秀信氏

講師

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用

●計数感覚を身につけよう
●付加価値を高めるという意味を理解しよう
●経営管理に役立つ損益計算書はここが違う

内容

受講No.B-B4 会計入門
経営に携わるのであれば、会計は知らないではすまされない「ビジネスの共通言語」。
効果的な会計の基本を学ぶ「入門クラス」です。
会計で用いられる主要な項目の意味や考え方を習得し、コスト意識や利益志向を高めます。

中小企業診断士。株式会社TKC（東証1部）に入社。財務会計、管理会
計、経営シュミレーションシステムなどの開発担当後、中堅・中小企業
向け戦略情報システムの販売及び導入コンサルティング・企業の業績管
理システムの構築に関わる。TKC 戦略経営研究所の主任研究員として、
多くの経営指導にあたるとともに、社内及びユーザーの人材育成にも携
わる。1997年、マネジメント能力開発研究所を設立。若手・中堅ビジ
ネスパーソン、管理者、経営幹部育成のための勉強会活動を行い、企業
のコンサルティング、講演、企業研修、執筆などで活動中。

6月7日（火）

計数感覚で経営を考える

Webinar

Webinar

\6,000(LPS \3,000)3時間（13:00～16:00）

40名

時間

定員

招待メールにて別途ご案内持ち物

●幹部を目指すリーダー層
●マネージャークラス

対象

費用
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
Academy
L-AD1
大阪 2月21日(月)

ブリーチ ノウハウ

ADVANCED

L-AD1
東京 2月22日(火)

ブリーチ ノウハウ

ADVANCED

L-AD2
大阪 3月7日(月)

オンカラーテクニック

ADVANCED

L-AD2
東京 3月8日(火)

オンカラーテクニック

ADVANCED

L-PS1
東京 4月11日(月)

PEEK-A-BOO スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS1
東京 4月12日(火)

PEEK-A-BOO スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-AD3
大阪 3月28日(月)

カラーデザインテクニック

ADVANCED L-BA2
Webinar 5月23日(月)

薬剤知識

BASIC L-PS3
大阪 6月20日(月)

kakimoto arms スクール（1回目）

PROFESSIONAL L-AD4
東京 8月30日(火)

フレンチバレイヤージュデザイン

ADVANCED

L-PS3
東京 6月28日(火)

kakimoto arms スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-AD1
大阪 9月26日(月)

ブリーチ ノウハウ

ADVANCED L-AD2
大阪 10月24日(月)

オンカラーテクニック

ADVANCED L-AD4
大阪 11月21日(月)

フレンチバレイヤージュデザイン

ADVANCED

L-PS2
大阪 5月9日(月)

TONI&GUY スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS2
東京 5月10日(火)

TONI&GUY スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS2
大阪 6月6日(月)

TONI&GUY スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-PS2
東京 6月14日(火)

TONI&GUY スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-PS3
大阪 7月25日(月)

kakimoto arms スクール（2回目）

PROFESSIONAL L-PS3
東京 8月2日(火)

kakimoto arms スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-AD4
大阪 8月29日(月)

フレンチバレイヤージュデザイン

ADVANCED

L-PS4
大阪 9月5日(月)

ALBUM & NNN スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS4
東京 9月13日(火)

ALBUM & NNN スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS4
大阪 10月3日(月)

ALBUM & NNN スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-PS4
東京 10月11日(火)

ALBUM & NNN スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-AD3
大阪 11月7日(月)

カラーデザインテクニック

ADVANCED

L-AD3
東京 11月8日(火)

カラーデザインテクニック

ADVANCED

Education

SCHEDULE
Program.

L-PS1
大阪 4月18日(月)

PEEK-A-BOO スクール（1回目）

PROFESSIONAL

L-PS1
大阪 4月19日(火)

PEEK-A-BOO スクール（2回目）

PROFESSIONAL

L-BA1
Webinar 4月26日(火)

カラー理論

BASIC

L-BA1
Webinar 4月25日(月)

カラー理論

BASIC

L-BA2
Webinar 5月24日(火)

薬剤知識

BASIC

L-BA3
Webinar 5月30日(月)

グレイカラーの基本

BASIC

L-BA3
Webinar 5月31日(火)

グレイカラーの基本

BASIC

L-AD1
東京 9月27日(火)

ブリーチ ノウハウ

ADVANCED L-AD2
東京 10月25日(火)

オンカラーテクニック

ADVANCED L-AD4
東京 11月22日(火)

フレンチバレイヤージュデザイン

ADVANCEDL-AD3
東京 3月29日(火)

カラーデザインテクニック

ADVANCED

B-R1
Webinar 5月31日(火)

販売スキル1
苦手意識克服

B-R1
Webinar 9月12日(月)

販売スキル1
苦手意識克服

B-R2
Webinar 6月28日(火)

販売スキル2
最適コミュニケーション

B-R2
Webinar 10月3日(月)

販売スキル2
最適コミュニケーション

B-R3
Webinar 7月12日(火)

販売スキル3
効果的なクロージング

B-R3
Webinar 11月14日(月)

販売スキル3
効果的なクロージング

B-C1
東京 6月14日(火)

コミュニケーションスキル
顧客満足度向上につながる共感力

B-C1
東京 11月15日(火)

コミュニケーションスキル
顧客満足度向上につながる共感力

B-L1
東京 5月17日(火)

ニュースタッフ 接遇マナー
社会人としてのマナーとおもてなし

B-L1
名古屋 4月18日(月)

ニュースタッフ 接遇マナー
社会人としてのマナーとおもてなし

B-L1
大阪 4月11日(月)

ニュースタッフ 接遇マナー
社会人としてのマナーとおもてなし

B-B1
Webinar 4月12日(火)

ホスピタリティ マネジメント
5スターから学ぶ「最上級」のおもてなし

B-B2
Webinar 4月26日(火)

戦略的プレゼンテーション
プレゼンテーションスキルアップ

B-B3
Webinar 5月10日(火)

ディスプレイ改善
売れる「しくみ」とスペースづくり

B-B6
東京 Hybrid 9月27日(火)

販売技術論
販売に強いスタッフを育てる指導法

B-B8
東京 Hybrid 11月1日(火)

スタッフ指導育成
個々の成長を導く指導育成法

B-B5
Webinar 9月6日(火)

デジタル リテラシー
デジタルを用いたワンランク上のサロン創り

B-B7
Webinar 10月4日(火)

理念組織
ミッション・ピラミッドと5レイヤー

B-B4
Webinar 6月7日(火)

会計入門
計数感覚で経営を考える

Business
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Instagram

FOLLOW1

@lorealpro_education_japan

follow me!

美容師の皆様とのつながりをより深いものにする
ロレアル プロフェッショナル公式インスタグラムアカウント

フォローする

ルック公開

新製品情報

世界のトレンド発信

イベント情報

テクニカル動画配信

CHECK2 コンテンツをチェック

POST3 タグ付けして投稿

グローバルブランドならではの「多様性」にとんだコンテンツ
イノアカラー、アルーリアのルック＆レシピ公開
新製品、セミナー情報
テクニカル動画や豪華IG LIVE配信

＠lorealpro_education_japanをタグ付け
素敵なルックのご投稿お願いいたします
グローバルアカウント掲載のチャンスです

@lorealpro_education_japan を検索
QRコードを読み取る
Instagramで
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LEARNING STYLE
ロレアルACCESSは、世界共通のラーニングプラットフォームです。
美容師の方を対象としたコンテンツで日常の学びをサポートします。

マルチデバイスに対応しており、学びの方法も様々です。
コンテンツのサムネイルにマークがあり、学習種類がわかるようになっています。

サロンでのレッスン、ロレアルアカデミーで行われる講習に加え
ACCESSのE-ラーニングコンテンツで自主学習が可能になります。

ACCESSはサロンやアカデミーでの学びを効率的かつ効果的にするのにも役立ちます。

美容師のためのラーニングプラットフォーム

ラーニング スタイル
CONTENT MARK

コンテンツマーク

ACCESS限定コンテンツ視聴方法
PPDポータルのご登録について

  PPDポータルご登録

E-ラーニング

サロンでのレッスン ロレアルアカデミー

空いた時間に効率よく
自宅やサロンだけでなく、バスや
電車の中でも知識を深めるチャンス

美容師必携の基本テクニック
有名美容師によるテクニック
世界のアーティストのノウハウ
新人向けビジネスマナー
マネジメントスキル

新製品発表イベント
各ブランドのテクニック及び知識
有名美容師によるライブセミナー
外部講師によるライブセミナー
ビジネス教育セミナー
※ こちらの機能は2022年から開始予定です。

※ PPD ポータルは、カタログ・キャンペーン等の情報提供を目的とした
    デジタルコミュニケーションツールです。

※ お取引のあるブランドの認証コードを
    PPDポータル内カタログ一覧より検索

コンテンツ例

リアルタイムに配信されるセミナーを
自宅やサロンにいながら受講できます。

どこでもリアルタイムに

Webセミナー

個人での学習

参加型の学習E-learning Webinar

Academy

Personal

Participatory

Salon

配信例

美容師として成長したいスタッフと、強いスタッフを育てたい経営者をサポートし、　　　　忙しくても頑張りたい！を応援するためのオンラインツール。それが ACCESS です

WHAT’S ACCESS

Let’s TRY!

https://jp.lorealaccess.com

まずは登録から！PC・スマホで簡単アクセス！

PCはコチラ
※Google chrome推奨

スマホアプリは
コチラ

E-ラーニング・
モジュール 動画 / ライブ配信アーカイブ 資料 / ダウンロード

オンラインセミナー / オンラインクラス / オンラインイベント

LIM
ITED

 C
O

N
TEN

T

1 限定コンテンツ用認証コード

ACCESS 限定コンテンツ用
認証コード格納先

2
PPDポータル登録時にはACCESSご登録と同じE-メールアドレスをご使用ください。

https://professional.nihon-loreal.jp

Email : ppd@loreal.com
Password：Loreal20211

2

を入力

個人情報お取扱いに関する同意にチェック　　
ユーザー情報登録へ 1

2 カテゴリ１で
→エデュケーションを
　選択

3 カテゴリ2で
→E-ラーニングを選択

ブランドを選択

3 担当営業よりご案内する「お客様コード」、
お名前メールアドレスのご登録

4 １分以内にご登録アドレスに
利用開始のお知らせメールが到着

5 仮パスワードでログイン後、
本パスワード設定し利用開始

1

1

2

3
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お問い合わせ・キャンセル

〈申込対象〉

〈申込方法〉

〈申込締切〉

［受付開始］ 2022年1月11日（火）

4月1日開催の場合 ▶ 締切：3月25日中に二次元コードより申込み

美容室に現在勤務されている方を対象とさせていただいております。

各セミナー二次元コードよりお申し込みください。

講習開催日の1週間前

TEL
MAIL

:03-6911-8372
:corpjpppdedu@loreal.com

地下鉄大江戸線
代々木駅

ロレアル東京アカデミー

地下鉄副都心線
北参道駅

JR代々木駅

西口

ファミリーマート
● ●マクドナルド

交番 ●
■出口Ａ2

■出口② ■出口①

出口Ａ1■
山野美容学校

●
セブンイレブン

●
ルノアール

●

ローソン
●

●
美容会館

至 原宿

至 千駄ヶ谷

明治通り

JR山手線

JR総武線

至

宿
新

■JR代々木駅 西口 徒歩4分
■地下鉄大江戸線 代々木駅 A1 出口 徒歩3分
■地下鉄副都心線 北参道駅 ①②番出口 徒歩4分

ロレアル東京アカデミー
〒151-8572
東京都渋谷区代々木1-20-2 ロレアルビル1F

中之島駅 京阪中之島線

● 関西電力病院

●うどん

●スターバックス

橋後肥橋案常
リーガロイヤルホテル

Family Mart●

YMCA ● APAホテル ●

朝日新聞 ●

至 福島

ロレアル大阪
アカデミー

（江戸堀センタービル22F）

出口⑥

筋
橋
ツ
四

出口②

駅
橋
後
肥

■地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 ②番出口 徒歩7分
■京阪中之島線 中之島駅 ⑥番出口 徒歩7分

ロレアル大阪アカデミー
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル22F

サカエチカ
⑧出口

丸栄

地下鉄東山線

広小路通

入江町通

三蔵通

スカイル 三越

ラシック

ロレアル名古屋アカデミー
（名古屋証券取引所ビル2F）

サカエチカ
⑦出口

線
城
名
鉄
下
地

栄駅

■地下鉄東山線・名城線 栄駅 サカエチカ⑦⑧番出口 徒歩5分

ロレアル名古屋アカデミー
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-8-20 名古屋証券取引所ビル2F

受講について二次元コードからお申込みと受講までの流れ

アクセス・お問い合わせ先

右図のような画面まで進めましたらお申し込み完了です

お申込完了後、お電話またはメールにてキャンセル待ちのご連絡をさせていただき、

受講枠が空き次第改めてご連絡いたします。

受講費が発生する場合、払込用紙を送付いたしますので、

期日までにコンビニエンス ストアまたはゆうちょ銀行にてお支払いください。

払込受領書を領収書とさせていただきます。講習当日の現金でのお支払いはご遠慮ください。

● 開催後は受講費の払戻はできかねますのでご了承ください。
● 無連絡による不受講(当日欠席)は受講費の払戻はできません。
● 開催日の前日から起算して遡って4日目にあたる日以降または、
開催日当日のキャンセルは受講費の払戻はできません。

※弊社会計システムにより、返金対象の方は以下をご提出くださいますようお願いいたします。

※直前のお申込みの場合は、ご希望に添えない可能性がある旨、予めご了承ください。

例：セミナー開催日が月曜日の場合、前週木曜日以降
セミナー開催日が火曜日の場合、前週金曜日以降

〈払戻に関する必要書類〉（１）ご本人の預金通帳またはキャッシュカードのコピー

払戻手数料はご本人負担となります。
振込日は、弊社に書類到着後、約2ヶ月後となる旨、ご了承ください。対象の方へは、後日ご連絡させていただきます。

Attention! 期日までにお支払いが確認されない場合は、キャンセルとさせていただくこともありますので予めご了承ください。

申 込 完 了 の 場 合

キャンセル 待ちの 場 合

： 
：

[プロフェッショナル教育本部]による利用者情報の取扱いについては、[プロフェッショナル プロダクツ事業本部]の
オフィシャルサイトで公表している日本ロレアルのプライバシーポリシーに基づくものとします。受講お申込フォーム内
にプライバシーポリシーへの同意に関する項目がありますので、ご入力をお願いいたします。

右記二次元コードより
プライバシーポリシーを
ご確認ください。

▲ ▲ ▲

個人情報の取扱いについて

お 申 込 み に
関 す る 通 知

受講費の支払い

キャンセルの場合は、1週間前までに電話またはメールにてご連絡ください。
※開催日当日のキャンセルも同様キ ャ ン セ ル

受 講 費 の 払 戻

I N F O R M A T I O N  

二次元
コード

二次元コードからお申込み 登録メールドレスに
詳細メール受信※1※2

記載内容に沿って
当日受講

※1：有料セミナーの場合、別途登録サロン住所に振込用紙を発送いたします。払い込み期日までに入金をお願いいたします。
※2：セミナー受講の際の持参物がある場合、併せてお知らせいたします。

Attention!
登録されたメールアドレスの迷惑メール対策設定により、当社からのメールが届かない可能性がございます。
MAIL:corpjpppdedu@loreal.comからのメール受信ができるように予め設定いただきますようお願いいたします。
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