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Garlandグループ  野口和弘

SNIPS 佐藤 知宏 & ブレイクザベースチーム

メディアコンサルタント 荒川岳志

at’LAV by belle  冨山倫宏

 Canann 井上博美

THE面白本舗株式会社 川上健太郎

会場：名古屋市公会堂 1階大ホール 4階ホール 他
日時：201６.4.18(mon)
主催：㈱ルフト

〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

標準装備をアップデートセヨ。
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HIGH - STANDARD!!!

ルフトフォーラム 2016 公式ガイド
日　時 4/18(月）12:00-18:00
会　場 オープニングステージ ：名古屋市公会堂大ホール
 　　   セミナー＆展示ブース ：名古屋市公会堂4階ホール

EVENT THEME



この2つの問いに皆様はどのようにお答えになりますでしょうか？

その答えは 『誰に？誰にとって？』 という視点を加えることで、広く深く考察できると思います。

お客様、先輩、後輩、上司、経営者、取引先、異業種、他業界、地域社会、日本、海外 etc.

美容師という仕事は、多くの方にとってなくてはならない存在です。
社会が成熟し、大人化し、高齢化していく中でも変わることはないと思います。

しかし、美容業界が越えなければならない壁があるのも事実。
コンプライアンス、組織作り、キャリアパス、人材確保などはその代表でしょうか。

どれも、簡単に越えられるものではないかもしれません。
ただ一つ言えるのは、
このすばらしい美容業界が今後も輝いていく為に、我々は行動していくしかないということです。

表題の”標準装備”とは、今やこれからのために備えていくべき装備を意味します。

装備とは『意志』『能力』『設備』『情報』など、いろいろなものを含んでいます。

これまで”標準”とされてきた装備だけでは足りないはずです。

今こそ、これからのための”高い基準の標準装備”（＝HIGH-STANDARD）へのアップデートが必要です。

本年のセミナー及びイベントが目指したのは、皆様が標準装備の創造や体得のきっかけとなることです。
是非ご活用下さい。

弊社セミナーが皆様のお役にたつことをお祈りいたしております。

Q,1  美容師が、美容室が、そして美容業界が今求められている事は？
Q,2  これからどのような存在になりうるでしょう？

株式会社ルフト　企画

HIGH-STANDARD!!!

・幹部力、幹部育成力
・コンプライアンス
・勤務形態の幅
・WEBリテラシー
・リクルート力

・イベント力
・メニュー開発力
・MD知識
・メディア活用力
・物販力

・安心、安全な技術
・大人女性対応力
・ライフイベントを飾る技術
・深い毛髪、育毛知識

・広い美容知識
・セルフブランディング力
・店販力

・ジアミン対策
・一般リテールメーカー
・美容学校活性
・美容専売品の位置づけ
・美容室数

・まつ毛エクステ
・離職対策
・人材確保
・ポータルサイトの使い方

美容師

Beautician

美容室

Beauty Salon

美容業界

Beauty Industry
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イベントスケジュール

17:00 - 18:00

12:00 - 13:00

オープニングステージ　“HIGH-STANDARD！！！”

４Fホール セミナーステージ

最大５つのステージ＆セミナーをお楽しみいただけます。

1階大ホール

まずは１F大ホール受付にお越しください。
大ホールでオープニングステージをお楽しみください。
４Fホールセミナー＆展示会場にご移動下さい。
ご興味のあるセミナーやブースを自由にお回りください。

※再入場にはチケットの半券が必要です。イベント終了まで携帯してください。

○ルフトフォーラムの歩き方

会場内は飲食禁止です。喫煙所は４Fテラスにございます。

大ホールは17：00まで入退出が可能です。休憩スペースとしてもご利用ください。
13:00以降のご来場は4階にて受付をいたします。

15:45 - 16:45

女性のライフシーンを輝かせる
　オシャレ最旬【デザイン×アレンジ】２WAY提案

 Canann 井上博美

ザ・オモシロホンポ 川上健太郎

お店の魅力はこう作れ！
　顧客に響くニュースレターセミナー

CIECA/Garland  野口和弘 at’LAV 冨山倫宏

○4F セミナー＆展示会場○1F 大ホール

メディア露出を目指せ！ 
　新聞に取材されるたった一つの方法

 メディアコンサルタント 荒川岳志

13:15 - 14:15

SNIPS流教育スタンダード
　＆高速ブレイクステージ SNIPS 佐藤 知宏 

 & ブレイクザベースチーム

14:30 - 15:30

13:00 - 18:00 4階展示会場 

サポート企業による 展示＆体験ブース

会場案内



ルフトフォーラム2016セミナー＆ゲスト講師インフォメーション

オープニングステージ “HIGH-STANDARD!!!” SNIPS流教育スタンダード＆高速ブレイクステージ

マスメディア露出を目指せ！ 新聞に取材されるたった一つの方法

女性のライフシーンを輝かせる
オシャレ最旬【デザイン×アレンジ】２WAY提案

 Canann 井上博美

ザ・オモシロホンポ 川上健太郎

 メディアコンサルタント　荒川岳志

お店の魅力はこう作れ！
　　　顧客に響くニュースレターセミナー

1979年新潟生まれ。1999年SNIPSに入社。SNIPS LIFE DESIGN店店長。ＡＢＡ（アジアビューティーアカデミー）講師。ＳＮＩＰＳカット教育統括リーダー。
ライフスタイルをとらえたヘアデザイン提案と正確でスピーディーなカットテクニックでハイキャリア志向からカジュアル志向の方まで、多くの個客に支持されている。

女性美容師が輝くには？女性顧客をもっと輝かせるには？
CANAAN　井上氏より、自身のモチベーションの源や
美容師観、世代別の顧客ニーズやウォンツ、求められる
デザインの変化などをお話し頂きます。
女性のライフシーンを輝かせる世代別「ハイスピード」アレンジ
術のモデル展示も楽しみに。

プロフィール
1963年、北海道登別市生まれ。1988～89年、明治大学を休学。
日本ブラジル青少年交流協会（当時）の研修留学生に。ブラジル・サンパウロ市で働きながら学ぶ。
1989～90年、ブラジルから帰国後、東京都千代田区のPR会社で働く。
1990年、北海道新聞社に記者職で入社。小樽支社、社会部、広尾支局長のほか、テレビ北海道
出向（報道制作部デスク）を経験。テレビ東京と連絡を取り合いニュース番組を制作。
2011年、北海道新聞社を退社。2012年、株式会社ジャンパップ設立。代表取締役に就任。

プロフィール
1972年9月13日東京都板橋区出身。26歳までのバンド活動、担当はドラムとチラシ制作と営業。その次はレンタルビデオ店の専務。
31歳の時借金を被った上に退社。独自の集客ノウハウが出会う経営者に興味を持たれ、集客企画・広告制作の仕事が増える。
2014年に株式会社オモシロホンポ設立。主な得意技は個性的な人間と長い間仲良くすること（猛獣使いと呼ばれる）。
人の話を聞いてその人のモヤモヤしている想いをひと言でまとめること。時計を見ずに打ち合わせを90分ぴったりで終わらせること。

広告は何のためにつくるの？理想の顧客を増やすには？
お客様が知りたい情報とチラシのギャップって？
異色の経歴を持つ広告会社社長より、チラシやニュースレターなど『広告の考え方』を
わかりやすく実例で解説します。

プロフィール
CANAAN 　TopStylist 大阪店舗での勤務を経て、CANAAN入社
サロンワークではショートスタイル、パーマスタイルに定評があり、
得意技術の短時間でできるアレンジ＆セットを組み合わせたセミナーを年間多数行う。
 ファッション誌、業界誌などのヘアメイクやアレンジで活躍中。
2014年ミルボンフォトレボリューションなどコンテストでは数々の賞を受賞。

CIECA/Garland  野口和弘 
 

SNIPS 佐藤 知宏

人材教育産業とも呼ばれる美容室において教育は最重要テーマの一つ。
妥協のない技術力と高いデザイン力で全国区のブランドサロンとなった新潟SNIPS。
その教育のトップである佐藤氏より、SNIPSの技術＆人間教育の考え方をお話しいただきます。
そして、成果の象徴ともいえる若手スタッフによる高速ブレイクステージを披露。是非ご体感下さい。

at’LAV　冨山倫宏
鹿児島県出身。都内2店舗を経て2007年5月24日♦at'LAV♦をオープン。
サロンワークの傍ら一般誌、業界誌の撮影、講習、セミナー、ヘアショー、
商品開発など活動は多岐にわたる。
ストリート感あふれる若者テイストからナチュラルな女性に向けたカジュアル
フェミニンなテイストも得意とし、トレンドに高感度なお客様やモデルから
絶大な支持を集めている。

近藤 希美 玄間 はるか 伊藤 美咲

佐賀県出身。
都内1店舗を経てGarlandオープニングスタッフとして参加。
洗練された技術と卓越したアイディアで男女問わず幅広い層を魅了し、業界関係者からも絶大な
支持を得る。
現在はCIECA代表。ガーランドグループ統括ディレクターとして全体のプロデュースも担う。
一般誌、業界誌、セミナー、ヘアメイク、ヘアショー、TV出演など幅広く活躍する。
2012年の第1回ルフトフォーラムでも『2012年　売れる美容師の法則』の講師として活躍。

東京ブレンドでも活躍中の両氏によるヘアステージ＆トークライブ！！！　最旬のデザイン発信をご覧ください。

サロンのブランディングのために今後どのような手段をお考えでしょうか?
webによるブランディング手法が注目を集めていますが、マスメディアへの定期的な露出もやはり
効果は抜群。その足掛かりとなるのが地元新聞社への『プレスリリース』です。
本セミナーでは、元新聞記者がいかにしてマスコミにアプローチすればいいのかを解説します。
「どんな商品がマスコミにとりあげられるの?」 
「記者はどうやって取材しているの?」 
「記者に何か知らせるにはどうしたらいいの?」
このような質問に元記者だからわかる方法を事例を上げて分かりやすく答えます。



オフィシャルサイト 　   http://www.project-luft.com
北陸オフィシャルサイト http://www.luft-hokuriku.com

株式会社ルフト
本社　　　 　 〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田3-18-24  TEL：052-332-2577 FAX：052-332-2660
北陸支社        〒939-2712   富山市婦中町塚原1197　　　　　　TEL：076-461-7603 FAX：076-461-7613
物流センター 〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田3-11-32  

•地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」下車4番出口　徒歩2分
•市バス「鶴舞公園前」下車　徒歩3分
•JR中央線「鶴舞駅」下車　徒歩2分

〒466-0064
愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号
TEL:052-731-7191

名古屋市公会堂
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