
 
 

 
2018 年 3 月作成 

日本シャクリーでは、パーソナルケア製品カテゴリーのトップブランド「リフェンセル」の愛用者拡大がファミリーの皆さまの

ＢＶ成長に貢献するよう、シャクリー活動サポートの一環として、昨年より「ビューティトレーニングセミナー実施。今年は

会員の方を対象として、4 月 6 日（金）の大阪からスタートします。 

今回はセミナー内容の充実に加えて、ディストリビューター以上の方に特典をご用意。取得したスキルをいかしてご

自身のお手入れはもちろんのこと、自主的にお手入れ会やホームミーティングを実施でき、なおかつデュプリケーション

（Teach others to teach others to teach others）の実践につながるよう企画しました。多くの方がご参加

され、継続していただけるよう皆さまの意欲と行動をさらにサポートする内容となっていますので、リフェンセルを活用した

シャクリービジネスのさらなる拡大のチャンスとして、ぜひこの機会をご活用ださい。 

 

 

 

 

 

4 月  春のスキンケア 

6 月  夏のスキンケア 

8 月  夏から秋のスキンケア 

11 月  冬のスキンケアとメイク 

1 月  UV カットと美白ケア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 回目 先ずは自分磨き 

2 回目 施術実習（相モデル）① 

3 回目 施術実習（相モデル）② 

4 回目 メイクアップ 

 

 

＜製品情報編＞ 年間 5 回実施                             
〇製品情報(新製品・季節のおすすめ製品)                  

〇製品の使い方、おすすめの仕方 

〇キャンペーンの活用方法 

★持参物 

リフェンセル ブック(コード番号 9250：300 円)、 

筆記用具 

1.5 時間  

＜施術実践編＞ 年間 4 回実施 

〇化粧品の取扱い方 

〇施術実習 

★持参物 

リフェンセル ブック(コード番号 9250：300 円)、 

筆記用具、フェイスタオル、ターバン、ご自身のメイク 

アップ製品 

※首まわり(デコルテ)の開いた(または開けやすい) 

服装でご参加ください。 

2.0 時間 

 

内容がステップアップしていきますので、毎回のご 

ご参加をおすすめします。なお、実施月は

4,6,8,11,1 月で地区によって異なります。 



リフェンセルブック

①リフェンセルブック②フェイスタオル③ターバン④ご自身のメイクアップ製品、メイク小物（スポンジ・メイクブラシ類）

＊首まわりの開けやすい服装でご参加ください。

地区 開催時間 セミナー内容 開催場所 申込先Tel

大阪 4月6日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

大阪カウンター

大阪市北区梅田1-12-17　梅田スクエアビル4F

06-6346-7011

06-6346-7011

群馬 4月11日 (水) 13:00～14:30 製品情報編　春のスキンケア

前橋カウンター

前橋市文京町2-28-21 サラダ館2F

027-224-9810

027-224-9810

沖縄 4月12日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

沖縄カウンター

那覇市松山2-1-12　合人社那覇 松山ビル107号

098-862-7562

098-862-7562

福岡 4月13日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

福岡カウンター

福岡市博多区博多駅前4-10-13 奥村第3ビル2F

092-472-7861

092-472-7861

岡山 4月19日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

岡山ロイヤルホテル

岡山市北区絵図町2-4

086-255-1111

092-472-7861

愛知 4月20日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

安保ホール

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目15-9

052-561-9831

06-6346-7011

愛媛 4月24日 (火)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

松山カウンター

松山市千舟町4-3-9 ワシヤビル1Ｆ

089-934-2575

089-934-2575

東京 4月24日 (火) 10:00～11:30 製品情報編　春のスキンケア

東京カウンター

新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル21F

03-3340-3705

03-3340-3705

北海道 4月26日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

札幌カウンター

札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45ビル11F

011-271-6151

011-271-6151

宮城 4月27日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　春のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

仙台カウンター

仙台市青葉区中央2-2-6 三井住友銀行ビル5F

022-224-7636

022-224-7636

大阪 6月5日 (火) 13:00～14:30 製品情報編　夏のスキンケア

大阪カウンター

大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビル4F

06-6346-7011

06-6346-7011

群馬 6月7日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

前橋カウンター

前橋市文京町2-28-21 サラダ館2F

027-224-9810

027-224-9810

北海道 6月15日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第2回

札幌カウンター

札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45ビル11F

011-271-6151

011-271-6151

東京 6月18日 (月)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第1回

東京カウンター

新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル21F

03-3340-3705

03-3340-3705

沖縄 6月21日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第2回

沖縄カウンター

那覇市松山2-1-12　合人社那覇 松山ビル107号

098-862-7562

098-862-7562

福岡 6月22日 (金)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第2回

福岡カウンター

福岡市博多区博多駅前4-10-13 奥村第3ビル2F

092-472-7861

092-472-7861

愛知 6月25日 (月) 13:00～14:30 製品情報編　夏のスキンケア

安保ホール

愛知県名古屋市中村区名駅3丁目15-9

052-561-9831

06-6346-7011

岡山 6月26日 (火) 10:30～12:00 製品情報編　夏のスキンケア

岡山ロイヤルホテル

岡山市北区絵図町2-4

086-255-1111

092-472-7861

愛媛 6月26日 (火)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第2回

松山カウンター

松山市千舟町4-3-9 ワシヤビル1Ｆ

089-934-2575

089-934-2575

宮城 6月28日 (木)
10:00～11:30

13:00～15:00

午前：製品情報編　夏のスキンケア

午後：施術実践編　第2回

仙台カウンター

仙台市青葉区中央2-2-6 三井住友銀行ビル5F

022-224-7636

022-224-7636

開催日

ビューティトレーニングセミナー開催スケジュール

施術実践編：

製品情報編：

持参物
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