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お車でお越しの方
◎名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約6分
　駐車場…収容台数123台

JR・地下鉄・名鉄・近鉄 名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
◎ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

ウィンクあいち アクセス

※周辺道路が大変込み合いますので、
　出来るだけ公共交通機関をご利用ください。

SAYAKA URA



ヘアデザインの
旗を掲げろ!!!
オーバーストアが続く美容業界

お客様に選ばれるサロンとは？

美容学校生が減少する中

入社希望者が殺到するサロンとは？

選ばれ続ける為に必要な多くの要素の中でも

サロンのコンセプトや特徴を凝集したヘアデザインを作ること

そして高らかに掲げることは欠かせないと考えます。

デザイン × テクニック × フォトシュート × インターネット

あらゆるチカラをフル活用して

お客様に、そして美容師を目指すすべての人に

しっかり届くメッセージを打ち出すことが必要です。

さあ、今こそ美容師の原点『ヘアデザイン』を高らかに掲げよう！

FLY the FLAG of a HAIR DESIGN !!!

F.F.H.D

EDUCATION THEME

大ホール 901号室小ホール② 『エイジングケアNEXT』

メーカーブース

ミルボン
ウェラ
デミ
タマリス
ニューウェイジャパン
モロッカンオイル
モルトベーネ
リアル化学
中野製薬
ウィルエー
MTG
マックシザー
クリエ
滝川
VID
エスジィ
シルクハット
自由が丘クリニック

AFLOAT SKY
　　　  田代周

顧客を引き付ける
　　　フォトシュート

14：45-15：45

FLOWERS 
　浦さやか

自分ブランドの
　　　　　つくり方

16：00-17：00

オープニングステージ
13：00-14：00

　　　ファッション
　　　ジャーナリスト
　　　　　　生駒芳子

ファッションと
　　　　女性の生き方

17：20－18：30

switch 
田中征洋

スタッフが集まる
　　人気サロンづくり

14：15-15：15

Act Japan 
　福嶋駕人

ザ・サロンブランディング
15：30-16：30

Un ami
小倉太郎

現場主義！
　集客と顧客管理

17：30-18：30

Happiness 
　稲留美佳

ビューティ・コーディネーター
最前線

菊地瑞希

17：30-18：30

○スケジュール

①大ホール前にてチケットをご提示いただき、受付を行ってください。（12：00開場です。）

②大ホールにてオープニングとメインステージをご覧ください。

③お申込みいただいたセミナーを順にご覧ください。

④空き時間にメーカーブースにて最新情報や限定企画をゲットして下さい。

○ルフトフォーラムの歩き方

F.F.H.D

『田代 周 × 浦さやか デザインセッション2013』

本年度エデュケーションテーマ『F.F.H.D』を約6時間のイベントに凝縮しました。
どうぞ最後までお楽しみくださいませ。



SEMINER INFOMATIONSEMINER INFOMATION
顧客を引き付けるフォトシュート

自分ブランドのつくり方

スタッフが集まる人気サロンの作り方

AFLOAT SKY
東京都港区南青山5-11-2 
SANWA南青山ビル9Ｆ
03-5778-0386
http://afloat.co.jp

AFLOAT SKY
田代　周

FLOWERS
東京都渋谷区神宮前5-3-21
03-5774-8707
http://flowers-617.com

FLOWERS　
浦 さやか

Switch　
田中征洋

Switch
福岡市中央区天神2-3-30　
092-722-6353
http://switch-hair.com

AFLOAT設立以来、驚異の早さでトップス
タイリスト就任、その年にデザイニング
ディレクターに昇進。 
現在、AFLOAT SKYの店長/トップスタイ
リストを勤める。 
サロンワーク以外にも
◎日本テレビ（２２時の魔女たち) 
◎TBS（ワンステップ） 
◎NHK(東京かわいいTV） 
◎テレビ東京（表参道MODE）
など幅広く出演中。

1979年9月11日生まれ。
長崎県出身。
ディレクター
ずば抜けたセンスと独自の感性で、
他にはない新しいデザインを発信し
続けている。
マイペースでありながら、以外と
男まさりな彼女は多くの女性からの
支持を集めている。
自称フランス生まれの マンガ好き。

大村美容専門学校卒業後、一店舗を経て

スイッチを設立。

就職したい美容室全国11位。

毎年200名の美容学校生が説明会に訪れる

人気サロンに成長させた手腕が注目される。

薬剤知識が豊富であり、大手メーカーの

商品開発や講習活動など全国区で活躍中。

広島県出身。
店長。
豊富な薬剤知識を生かしカラーやパーマ
などにも定評があり全国に講師としても
活躍。
悩みも打ち明けやすいキャラ。
タレントなども多く手がけ、トレンドな
どもふまえたカットも得意とする。
Un ami立ち上げから森内代表と共に
スタッフをまとめ、2年で2,000万を売上
る店舗に育て上げる。

Un ami
小倉太郎

Un ami
東京都渋谷区神宮前5-6-13
ヴァイス表参道1F
03-5774-1011
http://www.un-ami.jp 

Act Japan
福嶋 駕人

福岡県出身
大村美容学校卒
1995年に『buzz』をオープン。
以来、Act Japan・AN・organic is ordinary
に加え昨年10月にはAFLOATとのコラボサロン、
Act Japan with AFLOAT をオープン。
巧みなメディア戦略で注目を集める。
サロンワークは元よりセミナー、商品開発、
サロンプロデュースも手掛ける。

Act Japan
福岡市中央区大名1-1-38
092-741-7144
http://act-j.me

ファッション
　ジャーナリスト　

生駒芳子
VOGUE、ELLEを経て、2004年より4年間
marie claireの編集長を務める。
現在はファッション雑誌の編集長経験を
生かして、ラグジュアリー・ファッション
からエコライフ、社会貢献まで広い視野で
トピックを追い、発信するファッション
ジャーナリストとして活躍中。
特定非営利活動法人サービスグラント理事
エコ・リュクスなライフスタイル評論家
エシカル・ライフ／チェンジメイキング
ビジネス評論家

Happiness
稲留美佳
菊地瑞希

稲留美佳
西大寺店ビューティ・コーディネーター。
2012年JBCA全国大会に出場し、グランプ
リを受賞。
親しみやすい人柄と幅広い美容の知識を
活かした接客でお客様から支持されてい
る。

菊地瑞希
クローバー八木店ビューティ・コーディ
ネーター。
難関と言われるJBCA認定講師試験に合格
し、JBCA検定の講師としても活躍。

Happiness 
奈良市二条町2-58-1
0742-30-4336
http://happiness-hair.jp

ファッションンと女性の生き方 ザ・サロンブランディング

現場主義！

ビューティ・コーディネーター最前線

オープニングステージ

田代 周

浦 さやか

デザインセッション2013
サロンを牽引する両デザイナーによるカットステージ。
最旬デザインをご覧ください！！！

×

口コミ投稿数１８００件以上。スタイル掲載数３０００以上。
個人で公開している動画投稿数４０本以上。
田代さんを紹介する時はとにかく数字に事欠きません。
デビュー以来フリーの新規に一切入ることなく、新規指名客だけで
売上を構築し、売上500万以上の現在も年間900名の新規指名
客に対応しています。
セミナーでは美容師としての姿勢と集客できる撮影術を大公開！

福岡天神の人気サロンswitch。
『CUTE ＆ BEAUTY』というコンセプトに魅せられた多くのお客様
が来店し、そして毎年全国から多くの入社希望者が訪れます。
1店舗ながら選ばれ続ける。
その秘訣はいったいどこにあるのでしょうか？
セミナーではSwitchが仕掛けるブランド戦略をお話し頂きます。

2010年、GARDENグループから独立したUn ami。
２年で単月売上げ2000万達成の背景には、コンセプトである「人と
人との繋がりを大切に」を軸に、徹底された「現場主義」とそれを支
える顧客管理システムがありました。
セミナーでは様々な事例を基に、今必要な「美容師の基本」をお話し
頂きます。

TV番組『GOD HAND』での活躍も記憶に新しい浦さん。
今や大注目のデザイナーとして若手美容師さんにも大人気。
特徴は何といっても独特のデザイン。
ハッと目にとまるイメージフォトやサロンスタイルを業界紙やヘアカ
タログで見かけることも多いかと思います。
セミナーでは作品づくりの発想や手法をご覧いただきます。

ブランディングにはターゲットに響く一貫性が必要です。
福嶋さんは福岡で4つの異なるコンセプトサロンを展開しています。
TVなどのメディア戦略、モロッカンオイルや自由が丘クリニックのよ
うなブランド商品の使い方で注目を集めています。
モロッカンオイルの販売本数単店世界一のタイトルもお持ちです。
そんな福嶋さんがいま注目しているものとは？
ブランディングのヒントをお持ち帰りください。

1988年からコレクション取材を開始し、名だたるファッション誌の
編集の中心で活躍された華やかな経歴を持つ生駒さん。
しかし、招待状の無いパリコレに忍び込んだり、革新的な企画のプレ
ゼンをするも断られ続けたりと、転んでもただでは起きない人生を歩
んで来られたそうです。
セミナーでは女性と切っても切れない美容とファッションのこと、
働く女性としてのワークライフバランスなど、輝く人生を送るための
人生論を語って頂きます。

昨年発足した日本ビューティ・コーディネーター協会。
Happinessはその中心サロンの一つです。
昨年の全国大会優勝が物語るように、この分野において今、最も進
んでいると言っても過言ではありません。
優秀な個人が育つ仕組み、それを支える組織の仕組み、そして美容
師との信頼関係構築など、まさに最前線の情報をビューティ・コー
ディネーターを引っ張るお二人からお届けします。



2・3F

9F

会場案内
ウィンクあいちの各会場でセミナー＆ブース出展を行います。
セミナー会場へ入場の際はチケットをご提示ください。

17：30 Happiness 
　　　『ビューティ・コーディネーター最前線』

901号室

ＭＥＭＯ F.F.H.DF.F.H.D

大ホール
13：00 オープニングステージ
　　　 『デザインセッション2013』
14：45 AFLOAT
　　　 『顧客を引き付けるフォトシュート』
16：00 FLOWERS
　　　 『自分ブランドのつくり方』
17：20 生駒芳子
　　　 『ファッションと女性の生き方』

5F

14：15 Switch
　　　 『スタッフが集まる人気サロンのつくり方』
15：30 Act Japan
　　　 『ザ・サロンブランディング』

小ホール①
13：00～18：30 メーカーブース
　　　　　　　 『エイジングケアネクスト』
小ホール②

17：30 Un ami
　　　 『現場主義！』

総合受付


	FG1
	FG2
	FG3
	FG4

