シャクリーでは、シャクリーをよくご存知ない方により身近に感じていただくため、シャクリー製品・栄養・健康に関する情報や、シャクリービジネスに関する初心者向けのセミナー
を開催しています。どなたでも参加いただけますのでぜひ、お気軽にお越しください。
なお、セミナーに関するご質問やお申込は、下記お問合せ先までご連絡ください。皆さまのご参加をお待ちしています。
※開催日時は変更することがありますので事前にご確認の上、ご参加ください。
北海道
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

011-271-6151

ただけます

参加方法

対象者

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/18（金）

10:00～11:30
13:00～15:00

午後：施術実践編 第三回
※ご持参いただくもの
午前：リフェンセルブック
午後：①リフェンセルブック

札幌カウンター
セミナールーム
札幌市中央区北4条西5-1

011-271-6151

アスティ45ビル11F

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

宮城県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

シャクリーユニバーシティ

2017/07/20（木）

13:00～15:00

ゲストプログラム

仙台カウンター

前半：理念・製品・体の仕組み

セミナールーム

後半：ビジネス（希望者のみ）

仙台市青葉区中央2-2-6

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

三井住友銀行ビル5F

022-224-7636

申込制

ゲスト

022-224-7636

（未登録の方)

申込制

どなたでもご参加い

022-224-7636

ただけます

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

027-224-9810

ただけます

申込制

どなたでもご参加い

027-224-9810

ただけます

さい。

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
2017/08/02（水）

13:00～14:30

午後：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
※ご持参いただくもの
リフェンセルブック

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

群馬県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

前橋カウンター
2017/07/29（土）

10:30～12:00

馬渕知子先生セミナー

セミナールーム

サプリメントの必要性（子どもから大人まで）

前橋市文京町2-28-21

027-224-9810

サラダ館2F

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/22（火）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第二回
※ご持参いただくもの
午前：リフェンセルブック
午後：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

前橋カウンター
セミナールーム
前橋市文京町2-28-21
サラダ館2F

027-224-9810

東京都
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

参加方法

対象者

申込制

ゲスト

03-3340-3705

（未登録の方)

申込制

どなたでもご参加い

03-3340-3705

ただけます

申込制

どなたでもご参加い

03-3340-3705

ただけます

参加方法

対象者

申込制

ゲスト

045-324-1811

（未登録の方)

申込制

どなたでもご参加い

045-324-1811

ただけます

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

06-6346-7011

ただけます

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/05（土）

10:30~12:30

前半：理念・製品・体の仕組み
後半：ビジネス（希望者のみ）
※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

本社ミーティングルーム
新宿区西新宿2-6-1

03-3340-3705

新宿住友ビル21F

さい。

2017/08/25
（金）

10:30~12:30

シャクリーユニバーシティ

本社ミーティングルーム

製品特別セミナー

新宿区西新宿2-6-1

巡りが支える健康寿命

新宿住友ビル21F

03-3340-3705

シャクリーユニバーシティ
2017/08/28
（月）

10:00~11:30

ビューティトレーニングセミナー

本社ミーティングルーム

午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア

新宿区西新宿2-6-1

※ご持参いただくもの

新宿住友ビル21F

03-3340-3705

リフェンセルブック

神奈川県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/05（土）

10:00~12:00

前半：理念・製品・体の仕組み
後半：ビジネス（希望者のみ）
※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

横浜カウンターセミナールーム
横浜市西区北幸1-6-1

045-324-1811

横浜ファーストビル11F

さい。

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/24（木）

10:00～11:30
13:00～15:00

午後：施術実践編 第二回

横浜カウンターセミナールーム

※ご持参いただくもの

横浜市西区北幸1-6-1

午前：リフェンセルブック

横浜ファーストビル11F

045-324-1811

午後：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
愛知県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/25（金）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第二回
※ご持参いただくもの
午前：リフェンセルブック
午後：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

安保ホール
名古屋市中村区名駅3-15-9

052-561-9831

大阪府
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

参加方法

対象者

申込制

ゲスト

06-6346-7011

（未登録の方)

申込制

どなたでもご参加い

06-6346-7011

ただけます

申込制

ゲスト

06-6346-7011

（未登録の方)

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

06-6346-7011

ただけます

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

089-934-2575

ただけます

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/07/20（木）

13:00～15:00
19:00～21:00

前半：理念・製品・体の仕組み

大阪カウンターセミナールーム

後半：ビジネス（希望者のみ）

大阪市北区梅田1-12-17

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

梅田スクエアビル4F

06-6346-7011

さい。
＊午後・夜同じ内容です。
シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/03（木）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第三回

大阪カウンターセミナールーム

※ご持参いただくもの

大阪市北区梅田1-12-17

午前：リフェンセルブック

梅田スクエアビル4F

06-6346-7011

午後：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

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/23（水）

10:00~12:00
19:00~21:00

前半：理念・製品・体の仕組み

大阪カウンターセミナールーム

後半：ビジネス（希望者のみ）

大阪市北区梅田1-12-17

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

梅田スクエアビル4F

06-6346-7011

さい。
＊午前・夜同じ内容です。

岡山県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/04（金）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第三回
※ご持参いただくもの
午前：リフェンセルブック

岡山ロイヤルホテル
岡山市北区絵図町2-4

086-255-1111

午後：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

愛媛県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

シャクリーユニバーシティ
2017/08/23（水）

10:00~11:30

ビューティトレーニングセミナー

松山カウンター

午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア

松山市千舟町4-3-9

※ご持参いただくもの

ワシヤビル1F

リフェンセルブック

089-934-2575

福岡県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

参加方法

対象者

申込制

ゲスト

092-472-7861

（未登録の方)

申込制

ゲスト

092-472-7861

（未登録の方)

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/07/13（木）

10:30～12:30

前半：理念・製品・体の仕組み
後半：ビジネス（希望者のみ）
※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

福岡カウンター
福岡市博多区博多駅前4-10-13

092-472-7861

奥村第3ビル2F

さい。

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/22（火）

10:30~12:30

前半：理念・製品・体の仕組み

ホテルニューガイア オームタガーデン

後半：ビジネス（希望者のみ）

大牟田市旭町3-3-3

0944-51-1111

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ
さい。

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/30（水）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第三回

福岡カウンター

※ご持参いただくもの

福岡市博多区博多駅前4-10-13

午前：リフェンセルブック

奥村第3ビル2F

092-472-7861

申込制

どなたでもご参加い

092-472-7861

ただけます

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

092-472-7861

ただけます

申込制

ゲスト

092-472-7861

（未登録の方)

参加方法

対象者

申込制

どなたでもご参加い

092-472-7861

ただけます

午後：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

長崎県
開催日

開催時間

セミナー名
シャクリーユニバーシティ

2017/07/19（水）

10:30～12:30

製品特別セミナー
脳活でポジティブな毎日

開催場所

佐世保ワシントンホテル
佐世保市潮見町12-7

開催場所Tel

0956-32-8011

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/23（水）

10:30~12:30

前半：理念・製品・体の仕組み

佐世保ワシントンホテル

後半：ビジネス（希望者のみ）

佐世保市潮見町12-7

0956-32-8011

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ
さい。
熊本県
開催日

2017/07/20（木）

開催時間

10:30～12:30

セミナー名

開催場所

シャクリーユニバーシティ

ザ・ニュー ホテル 熊本（旧：ホテル

製品特別セミナー

ニューオータニ熊本）

脳活でポジティブな毎日

熊本市西区春日1-13-1

開催場所Tel

096-326-1111

沖縄県
開催日

開催時間

セミナー名

開催場所

開催場所Tel

参加方法

対象者

申込制

ゲスト

098-862-7562

（未登録の方)

申込制

ゲスト

098-862-7562

（未登録の方)

申込制

どなたでもご参加い

098-862-7562

ただけます

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/07/22（土）

18:30～20:30

沖縄カウンター

前半：理念・製品・体の仕組み

ミーティングルーム

後半：ビジネス（希望者のみ）

那覇市松山2-1-12

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

合人社那覇松山ビル1F

098-862-7562

さい。

シャクリーユニバーシティ
ゲストプログラム
2017/08/10（木）

19:00~21:00

沖縄カウンター

前半：理念・製品・体の仕組み

ミーティングルーム

後半：ビジネス（希望者のみ）

那覇市松山2-1-12

※MB・DS・GC・SVはゲストと一緒にご参加くだ

合人社那覇松山ビル1F

098-862-7562

さい。

シャクリーユニバーシティ
ビューティトレーニングセミナー
午前：製品情報編 秋の疲れ肌ケア
2017/08/29（火）

10:00~11:30
13:00~15:00

午後：施術実践編 第三回
※ご持参いただくもの
午前：リフェンセルブック
午後：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

沖縄カウンター
ミーティングルーム
那覇市松山2-1-12
合人社那覇松山ビル1F

098-862-7562

