
北海道

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/07
（木）

10:30～12:30
13:00～15:00

製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”
*午前・午後同じ内容です。

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

申込制
011-271-6151

2019/03/30
（土）

10:30～12:30

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・ GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

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

申込制
011-271-6151

宮城県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/02/26
（火）

13:00～15:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・ GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

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

申込制
022-224-7636

2019/03/20
（水）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

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

申込制
022-224-7636

福島県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/02/27
（水）

13:00～15:00

 マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・ GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

ホテルハマツ
郡山市虎丸町3-18
024-935-1111

申込制
022-224-7636

2019/03/19
（火）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

ホテルハマツ
郡山市虎丸町3-18
024-935-1111

申込制
022-224-7636

群馬県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/08
（金）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

前橋カウンター
前橋市文京町2-28-21
サラダ館2F
027-224-9810

申込制
027-224-9810

東京都

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/02/22
（金）

18:30～20:00

リーダーシップウイング オープン記念
ビジネスフォーラム
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・DSを目指すMB＞
安心して始められ、健全に実践でき、持続的な収入の機会をもつ、シャクリービジネスの魅力と可能性と
マーケティングプランについて
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。
（スピーカー：髙杉茂男）

本社リーダーシップウィング
新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル21F
03-3340-3713

申込制
03-3340-3713

2019/03/02
（土）

13:00～15:00

リーダーシップウイング オープン記念
ビジネスフォーラム
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・DSを目指すMB＞
安心して始められ、健全に実践でき、持続的な収入の機会をもつ、シャクリービジネスの魅力と可能性と
マーケティングプランについて
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。
（スピーカー：髙杉茂男）

本社リーダーシップウィング
新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル21F
03-3340-3713

申込制
03-3340-3713

2019/03/05
（火）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

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

申込制
03-3340-3705

2019/03/08
（金）

10:00～12:00

リーダーシップウイング オープン記念
マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

本社リーダーシップウィング
新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル21F
03-3340-3713

申込制
03-3340-3713

2019/03/14
（木）

13:00～15:00

リーダーシップウイング オープン記念
ビジネスフォーラム
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・DSを目指すMB＞
安心して始められ、健全に実践でき、持続的な収入の機会をもつ、シャクリービジネスの魅力と可能性と
マーケティングプランについて
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。
（スピーカー：髙杉茂男）

本社リーダーシップウィング
新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル21F
03-3340-3713

申込制
03-3340-3713



神奈川県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/07
（木）

10:30～12:30
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

横浜カウンター
横浜市西区北幸1-6-1
横浜ファーストビル11F
045-324-1811

申込制
045-324-1811

2019/03/15
（金）

13:00～15:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

横浜カウンター
横浜市西区北幸1-6-1
横浜ファーストビル11F
045-324-1811

申込制
045-324-1811

愛知県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/02/24
（日）

13:00～15:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

安保ホール
名古屋市中村区名駅3-15-9
052-561-9831

申込制
03-3340-3713

2019/03/27
（水）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

安保ホール
名古屋市中村区名駅3-15-9
052-561-9831

申込制
03-3340-3713

大阪府

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/02/23
（土）

13:00～15:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

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

申込制
06-6346-7011

2019/03/16
（土）

13:00～15:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

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

申込制
06-6346-7011

2019/03/26
（火）

10:30～12:30
13:00～15:00

製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”
*午前・午後同じ内容です。

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

申込制
06-6346-7011

愛媛県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/23
（土）

10:30～16:00
松山フェスタ
フィールド企画イベント

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

直接会場にお越しください

福岡県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/05
（火）

19:00～21:00

マーケティングプランミーティング
＜対象:プロスペクト（シャクリービジネスに興味を持ち、連鎖販売取引の説明、勧誘が行われることを理
解したうえで参加する未登録の方）・MB・DS・GC・SV＞
ボーナスの仕組み、オポチュニティ、サクセスパック・施策・ツールの活用について
※プロスペクト、MBをお連れになる場合は、事前に目的を告げ、「法定書面」をお渡しください。

久留米ホテルエスプリ
久留米市東町339
0942-31-1300

申込制
092-472-7861

2019/03/13
（水）

10:30～12:30
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

 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

申込制
092-472-7861

2019/03/14
（木）

10:30～12:30
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

北九州ハイツ
北九州市八幡西区的場町1-1
093-631-5582

申込制
092-472-7861

2019/03/30
（土）

10:30～15:30
大牟田フェスタ
フィールド企画イベント

ホテルニューガイアオームタガーデン
大牟田市旭町3-3-3
0944-51-1111

直接会場にお越しください

沖縄県

開催日 開催時間 セミナー名 開催場所 参加方法

2019/03/15
（金）

13:00～15:00
製品特別セミナー
たんぱく質のすばらしさ“総集編”

沖縄カウンター
那覇市松山2-1-12
合人社那覇松山ビル1F
098-862-7562

申込制
098-862-7562

※会員資格の略語：MB（メンバー）、DS（ディストリビューター）、GC（グランドクラブ）、SV（スーパーバイザー）


	加工後

