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「2018. 成人式メイク」

408
2017. 11

２０歳の記念を祝福する「大切な記念日」

Vol.

２０歳の女の子が喜ぶ現代風の和装メイクとは。
それぞれのお着物に合わせたベストのメイクカラー

月

当選おめでとうございます。

提案が必要です。普段、洋装でのヌーディーなカラー
でのメイクでは、顔色が沈み、着物とのバランスが
とれません。ナチュラルな中にも、個性を引き出す
ポイントは大切です。充分な打ち合わせの中で、
希望を聞き出して満足していただける成人式メイク
をレッスンしていきましょう。

カリキュラム内容
◇カウンセリング〜メイクの流れ

◇トレンドを取り入れた成人式メイク

「短時間で仕上げるベースメイクのテクニックや、
アイラインやつけまつ毛を活用したアイメイク等、即実践的なレッスンです」

時

間

会

場

受講費
持参物
お申込

平成29年11月6日(月) AM10:00～PM13:00
オーニシ本社 ５Ｆ岡山市北区清輝本町８－13
１レッスン

\ 6,000 （税別）
下記にてご案内

モデル要（相モデルは不可です）

お申込書に、必要事項をご記入頂き 担当者にお渡し下さい。

TEL.086-225-0575
講

師

シュウ

棚橋 知子 氏

2
3
4

● hashi 倉敷店様

● Mako 様 ● CREAM 様
● TOP HAIR 玉島店様 ● TOP HAIR 下中野店様
● ARCH 様

ココロ様 ● Set-up 堀南店様

● ヒロコ様

● TOP HAIR 倉敷駅北店様

● Marillia hair 様 ● バンビーノ様

スタンプラリー当選者

ウエムラメイクアップスクール卒業後、シュウ

AREA STYLIST OF THE YEAR
関東エリア賞
今泉 建男(âge picogram)

● Marillia hair 様

ウエムラメイクアップに所属。世界的メイクアップアー
雑誌、コマーシャル、ショー、舞台、テレビなどの仕事で

代表

1

¥5,000 商品券
ティストのシュウウエムラ氏に師事し、化粧品開発や

株式会社 ヨ－ク

ガラポン当選者

幅広く活躍。現在は各種スクールで講習やプロの養成も
行い、雑誌やＣＭ、ショー、舞台、テレビ番組などの
ヘアメイクやスタイリングなどを担当。

【持参品リスト】

¥1,000 商品券
● クルーブラン様 ● freedom ion 岡山イオン前店
● AYUKA 様 ● グランモードヒロコ様

・モデル同伴 ・筆記用具 ・白タオル４枚 ・コットン ・ティッシュ ・綿棒 ・スポンジ

● Mako 様 ● heArt 様

・パフ ・メイクブラシ ・ダッカール又はヘアーバンド ・スキンケアアイテム ・コンシーラー
・メイクアップベース ・コントロールカラー・ファンデーション ・フェイスパウダー

● パパス様

・アイブローブラシ ・トリマー（眉バサミ） ・アイブローペンシル アイブロー用シャドー

● ロハスヘア―様

・アイブローマスカラ ・アイシャドー ・アイライン ・ビューラー ・マスカラ ・チークカラー
・ハイライト ・フェイスシャドー・リップ ・リップグロス ・リップペンシル

● TOP HAIR 下中野店様 ● arrawarra south 様

・リキッドアイライナー ・つけまつ毛

● サルース様（２名） ● D-stitch 様

（株）オーニシホームページ http: //gamo024.com
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2017モードサークル［ロングスタイル］

面倒なお湯の入れ替えは一切不要の蓄熱式
２０分間充電するだけで最長８時間もポッカポカ

洗濯用製品
特別キャンペーン

蓄熱式
レス
コード

Cordless

Soft

Warmer

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ

10月20日（金）〜12月28日（木）

キャンペーン期間：

対象商品
ピンク

Basic course
時

ブラウン

会費：¥8,000【2回コース】
ベーシックコース

間 ： AM9:30～PM12:30

1st

10

『かんたんアレンジヘアからはじめよう！』

30(Mon)

※これからまとめ髪、アレンジヘアーを習い始める方に向けて、ピンの
打ち方、編み込みetc.基礎的な技術をお伝えします。

ウィッグはオールバックにして巻きおろし。
（センターで分け目がつかない様に）
セットローションをふって２５ミリのアイロンで中間から毛先までしっかりカールをつけてお持ち下さい。

2nd

11

27(Mon)

トナカイ

スノー

ツリー

ウルトラアタック Neo 2kg

ベイシックなアップスタイルをマスターする。
◆成人式や卒業式などで使うベイシックなスタイル１点を学びます。
［持参品］和飾り

一般市販品よりユニットプライスで１０％以上お得です！

ウィッグはゴールデンポイントに向かって大きめのカーラーでカールをつけてお持ち下さい。

ヒツジ

Advance course
時

ウサギ

マングース

10

30(Mon)

キャンペーン内容

『アレンジヘアのバリエーションをふやそう！』
※アレンジヘアの応用方法をマスターしてデザイン幅を広げます。

ウィッグはオールバックにして巻きおろし。
（センターで分け目がつかない様に）
セットローションをふって２５ミリのアイロンで中間から毛先までしっかりカールをつけてお持ち下さい。

2nd

11

27(Mon)

サロン目安価格、ペアセット価格 2,522 円です

会費：¥12,000【2回コース】

アドバンスコース

間 ： PM1:30～PM4:30

1st

ハミングファイン 2L

NEW ネイビー

NEW レッド

NEW グリーン

和装ヘアのトレンドをマスターする。

上記対象商品を合算２本納品で
「ワイドハイター EX パワー 600ml」１本進呈

◆成人式や３月の卒業式などで使う今期のトレンドスタイルを
２点マスターします。
［持参品］和飾り

数に限りがあります。お早めに！

ウィッグはゴールデンポイントに向かって大きめのカーラーでカールをつけてお持ち下さい。

NEW アルパカ

日程
会場

10

（Mon）

30

オーニシ

11

４Ｆスタジオ

講師 VISAGE CREATION
ヴィサージュ クリエーション 講師

NEW サル

（Mon）

NEW モスグリーン
【キャラクター】
リラックマ・コリラックマ

27

（お問合せはこちらまで）

TEL.086-225-0575

NEW コリラックマ
【無地】
プンク・ブラウン
・モスグリーン

NEW リラックマ
【ノルディック柄】
トナカイ・スノー・ツリー
ネイビー・レッド・グリーン

サロンのお洗濯の気になるニオイ除去におすすめです。

参考小売
価格

3,480 円（税別）

お使いいただけたらパーマ剤の薬剤システアミンの

サロン様
価格

2,784 円（税別）

ニオイを除去できます。

【アニマル】
ヒツジ・ウサギ・マングース
アルパカ・サル

参考小売
価格

2,480 円（税別）

参考小売
価格

2,780 円（税別）

参考小売
価格

2,980 円（税別）

サロン様
価格

1,984 円（税別）

サロン様
価格

2,224 円（税別）

サロン様
価格

2,384 円（税別）

