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3.18(月）　ウインク愛知　
チケット¥2,000

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！

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、メッセージを打ち出そう！
F.F.H.D
FLY the FLAG of a HAIR DESIGN!!!

F.F.H.D

ＦＡＸ：052-332-2660ＴＥＬ：052-332-2577㈱ルフト

ヘアデザインの旗を掲げろ!!!

for designer othersfor leader 
『エイジングケアNEXT』

メーカーブース

〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅４丁目４３８
052-571-6131

サロン様名  【　　　　　　　　　】　　ご参加代表者名【　　　　　　　　】
合計チケット数【　　　          　枚】

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
香栄化学
中野製薬
ウィルエー
MTG
マックシザー
島理研
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
他

AFLOAT SKY
　　　  田代周

顧客を引き付ける
　　　フォトシュート

14：45-15：45

FROWERS 
　浦さやか

デザイン作りの秘訣
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

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

AFLOAT switch
人 人

FROWERS Act Japan
人 人

生駒芳子 Un ami Happiness
人 人 人

①

②

③

※お申込み用紙は 1店舗様につき 1枚です。

クラスルームごとの受講人数を必ずご記入ください。

チケットはお一人様 1枚でご希望のセミナー＆ブース

ご覧いただけます。

お電話番号  【　　  　　　 　　　】

申込書

LUFT FORUM 2013

SEMINER
ルフトフォーラム 2013 3 月 18 日 ( 月）

13：00　-　18：30　　

\2,000

会場：ウィンクあいち 大ホール

今年のエデュケーションテーマ『F.F.H.D』をぎゅっと凝縮したメインイベント。

8つのステージ＆セミナーとメーカ様による提案ブースでこれからの時代を戦うヒントをご提案。

是非ご来場ください！

講師 浦さやか 田代周 田中征洋 福嶋駕人 小倉太郎　稲留美佳 菊地瑞希 生駒芳子 

脱・コンサバ ! グラマラス MIX に大注目。
昨年後半から顕著になり始めたファッション雑誌に掲載されるモデルやスタイル変化。今、女性が憧れる女性像が変わりつつあります。

大和撫子から雄米スタンダードへ・男ウケから女ウケ・自分ウケへ、おさまりからボリュームへ。

この春はこのような女性像変化と、季節が持つスタイルチェンジ重要が相まって新しいスタイルを求めるお客様が急増。

そこでルフトが提案するのは『グラマラス MIX』。

お客様ご自身がもつ女性像に『グラマラス』の要素を上手に取り入れて頂く為のメニュー＆商材をご用意いたしました。

キーワードは『セレブヘア』『外人髪』『弾力』『ボリューム』。この春、是非取り入れて下さい！

グラマラス MIX メニュー。
①ハリウッドケアトリートメント
　モロッカンオイルを使ったメニュートリートメント。
　ハリウッドセレブのようなハリと艶を髪に与え、あこがれの外人髪をつくります。
　ふんわりボリューミーに仕上げられるのでハリコシが欲しい年代にもお勧め。
　モロッカンオイルの高級感あふれる香りも魅力。
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THE
GLAMOROUS
MIX!!!

THE
GLAMOROUS
MIX!!!

②グラマラスカラー
　この春登場のマーメイドカラーやプラチナカラーにグラマラスな質感をプラス。
　モロッカンオイルやプラチナナノコロイドを添加し、髪にハリと艶を表現。

③グラマラスウェーブ
　スタイルチェンジの時期はパーマ提案のチャンス。　
　タマリスプローヴァライナーを使ったクリープやデジタルパーマで髪に弾力を。

④Sexy Hair
　全米NO.1のスタイリングブランドがついに上陸。
　スタイルチェンジに欠かせないスタイリング剤提案はこれで決まり。
　How to　do　myselfをかなえるツールにも注目。

新人スタッフ様基礎研修 4 月 8 日 ( 月） 9 日（火）10 日 ( 水）

10：00　-　19：00 ( 予定）　　

\20,000（昼食付）

会場：ウィンクあいち 会議室

社会人としての心構えはもちろん、美容師として必要な人間力を徹底的に学ぶ 3日間集中コース。

意思のチカラとは？本気とは何か？リーダーシップとは？本当の協力とは？

美容師教育のプロフェッショナル集団『オフィスエンプラーナ MRG』が大切な新人スタッフ様の美容人生の

スタートを強力にバックアップ致します。

http://www.project-luft.com

最新情報は
こちらから。
企画サイト
『PRESS』



【育毛業界が激震！ DR.SCALP キャンペーン】

デビューから好評いただいております本格育毛システム。

①DR.SCALP 1 台ご注文で エクセレンス VEGF 1 本サービス。

②エクセレンス VEGF 6+1 サービス。

【充電式＆携帯サイズのキャリーアイロン・レスキュールキャンペーン】

春の変身需要＆イベント需要にピッタリの携帯用カールアイロンを特価で！

使い方 DVD もついて安心です。

上代 9,400 円（税別）  → 特価

【ミニキュア キャンペーン】

にぎわいを見せるエレクトロポレーション関連商品。その中で店販用として最も

お勧めなのがこの商材です。今回は専用美容液を添付！

ミニキュア 1台にイオンジェルファクター 1本サービス

【セクシーヘアー】

グラマラスミックスの本命スタイリング剤が日本上陸。

L.A セレブのようなボリューム感が簡単に出せる注目のスタイリング剤です。

各アイテム共に初回限定 5+1

【マイセルフボディメイキング！ドクターキャビエットデビュー！】

世界初！痩身の王様キャビテーション DHS がハンディサイズとなって新登場。

特殊な音波が脂肪に働きかけボディラインを整えます。

上代 \188,000（税別）　

【カット WIG 特別企画】

カット WIG 3 種類を特価販売。

No.1 \2,200　 NO.2 \2,600   NO.3 \3,000

フリーチョイス 5台から直送 OK です！

※各企画とも詳細は別紙をご参照ください。
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【ホットロールブラシエブリィ】

ショートの根元立ち上げ。前髪のちょうどいいカールなどお客様がやりづらい

部分を解消できる優れモノ。How to do myself 促進の強い味方です。

上代 9,400 円（税別）  → 特価

春のキャンペーン商材

盛り上がりを見せる美容室店販。この春もお勧め店販商材をセレクト致しました。
新生活・新入学・新社会人などいろいろな『デビュー』が想定される3・4月は店販のチャンスも多いはず。
使い方をしっかりレクチャーしていろんなデビューを応援しましょう！
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