トリミングセミナー

2015

今

阪
年は東京＆大

4月15日（水）
10:00より申込開始！

東京：6月17日
（水） 大阪：6月24日
（水）
おかげさまでご好評いただいております
「インターズー トリミングセミナー」
。
今年は2年ぶりに東京と大阪で1日ずつ開催いたします。

開催決定 !!

今回のテーマは
「ペットアレンジ祭り
（仮）
」!
すぐに役立つあんなこと、こんなことを余すところなくお届けします。
お申込開始日は東京会場・大阪会場ともに4月15日
（水）
となります。
お席に限りがございますので、ご検討はお早めに !!

セミナー 概要
◆日時
東京：2015年6月17日
（水） 11：00～18：30
（受付開始10：00）
大阪：2015年6月24日
（水） 11：00～18：30
（受付開始10：00）
◆会場
東京：ア
 リミノビルB１ホール
（東京都新宿区下落合1-5-22 JR高田馬場駅
より徒歩5分）
大阪：新
 梅田研修センター
（大阪府大阪市福島区福島6-22-20 JR大阪駅よ
り徒歩10分。JR大阪駅からシャトルバスで5分）
◆受講料
（1会場につき）
trim定期購読者：6,000円
（税込／ 1名様）
一般受講者：9,500円
（税込／ 1名様）
◆定員
180名
（1日あたり／申込先着順）
◆申込開始日・締切日

4月15日
（水）10：00より申込開始

東京：6月10日
（水）
に申込締切
大阪：6月17日
（水）
に申込締切
※定員になり次第、受付は終了させていただきます。
◆お申込方法
①お電話：7 0120-80-1906にお電話いただき、お申込ください。
※4月15日
（水）10：00より受付を開始します
（平日10：00～ 18：00）
。
②FAX：ウラ面の申込欄に必要事項をご記入の上、7 0120-80-1872まで
お送りください。
※4月15日
（水）10：00より前にお申込いただいたFAXに関しましては無効

プログラム（予定）

とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
③ホームページ：インターズーオンライン
（http://www.interzoo.co.jp/）
に
アクセスしていただき、専用フォームよりお申込ください。
※4月15日
（水）10：00よりお申込可能となります。
◆お支払い方法
①クレジットカード
（決済後、受講証をお送りいたします）
（受講証をお届けにあがった宅配業者に代金をお支払いください）
②代金引換
◆参加方法
お申込受付後、セミナー受講証をお送りいたします。セミナー当日に受
講証をご持参いただき、会場受付にてご提示ください。受講証を紛失さ
れた方や、当日お持ちでない方は、セミナーを受講できませんので、予
めご了承ください。
◆注意事項
※内容や講演順などは変更になる場合がございます。また、当日の進行
具合により、終了時間が予定より遅くなる場合がございます。あらかじ
めご了承ください。
※両会場共、昼休憩が1時間程度ございます。各自、近隣の飲食店でお
食事いただくか、お弁当をご持参いただき、会場中でご飲食ください。
会場近くにコンビニもございます。
※ステージ上の犬の体調に配慮し、冷房を強めに効かせる場合がござい
ますので、上着をご持参いただくことをお薦めいたします。
※講演中の写真撮影は可能ですが、犬の状態によってはご遠慮いただく
場合がございます。また、動画の撮影は禁止とさせていただきます。
※お店や動物病院でtrimを定期購読している場合は、スタッフも定期購
読者価格で受講できます。

写真はすべてイメージです。

東京会場
（6月17日）

大阪会場
（6月24日）

◆
「和風・洋風 どちらがお好み? 
プードルの頭部アレンジ」

◆
「目指すは真ん丸 ! 
シー・ズーの、こだわり顔カット」

講師：佐々木啓子
（Figoo）

講師：高橋邦明
（DOG AXEL）

プードルをかわいく仕上げるマジックハンド !?
「trim BOOKS ドッグ ヘア オーダーカタログ」
シリーズでもおなじみの佐々木先生が、2015年
版のアレンジテクを披露いたします。乞うご期待 !!

◆
「超使える！ 犬の行動心理とストレスサインを
学んで“犬から好かれるトリマー”に」
講師：牧口香絵
（獣医師・ペットの行動治療コンサルテーション）
「サロンで役立つ犬の行動学」
をトリムセミナーで !
このプログラムは座学になります。些細な質問でもやさしく
答えてくれる、牧口先生の懐の深さもぜひ堪能してください

◆
「シー・ズー etc…手ごわいぞ、垂れる毛 ! 
ヴィヴィッドのペットカット」
講師：金子幸一・土屋典子
（ヴィヴィッドグルーミングスクール）
なぜ金子先生がシー・ズー !?  いえいえ、理論派・
金子先生のシー・ズー、見たくありませんか ?
土屋先生と最強のタッグを組んで、いざトリ
ムセミナーのリング…ぢゃなくて、ステージに
上がります。

見た目は癒し系、中身はギンギンの熱血系 !?
本誌2013年10月号
（vol.28）
で大好評を博した
「マルチーズの丸顔の作り方」
を担当。
今回は、より得意とするシー・ズーで大阪に挑みます !

◆
「ワイアー・フォックス・テリアのペットカット」
講師：高日大照
（dogold）
本誌2014年12月号
（vol.35）
で披露した

「長脚テリアのペットカット」
を実演でお楽しみ
ください。愛すべきワイアー ･フォックスをモ
デル犬とした、サロンで使えるテリアスタイ
ルです。右の写真はちょっとキメすぎ…ですが、
「ブレない男」
にぜひ会いに来てください !!

◆
「プードルのペットアレンジ
～ Dogサロン タロイモのスタイリッシュアシメ !」
講師：山本晃子・冨吉愛子
（Dogサロン タロイモ）
ドッグショーで活躍しているオーナートリマーと、
クリエイティブ系コンテストで受賞歴のあるチー
フトリマーによるプードルのスタイリッシュアレ
ンジ。抜群のチームワークを誇る2人がハマ
（←横
浜ね）
から大阪におじゃまします。お楽しみに!

◆トリミング用品特別販売も ! ! シザー、クリッパー、ドライヤーなどのトリミング用品を特別価格にて販売します。

講師プロフィール
★
「和風・洋風 どちらがお好み? プードルの頭部アレンジ」

講師：佐々木啓子

「Grooming salon Figoo
（フィゴー）
」
代表。東京都世田谷区に2店舗展開しているサロンのオー
ナートリマー。美容師かつ、
CMや雑誌・TVなどのヘアメイクを手がけるメイクアップアーティ
ストの経歴を持つ。その経験を生かし、現在は独創的でバランス感覚のあるやわらかな曲線
を創作するドッグヘアスタイリストとして活躍中。これまで
「ロッタちゃんカット」
「おパンツ
カット」
「マッシュルームカット」
など、数多くの新しいデザインカットスタイルを生み出し、
その多くは世界中で愛され続けている。

★
「超使える ! 犬の行動心理とストレスサインを学んで
“犬から好かれるトリマー”
に」

講師：牧口香絵

犬、ネコの問題行動治療を専門とする獣医師。ペットの行動治療コンサルテーション。1998
年、麻布大学獣医学部獣医学科を卒業し、動物病院に勤務。その後、アメリカ・ニューヨー
ク州にあるコーネル大学獣医学部Animal Behavior Clinicに所属し、動物行動学者であるキャ
サリン・ハウプト氏のもとで2年間にわたり犬、ネコ、ウマの行動学、しつけ、行動治療を学ぶ。
帰国後、行動心理学、陽性強化を取り入れたパピートレーニングを介して、問題行動の予防
と行動治療を提供する仕事にたずさわる。

★
「シー・ズー etc… 手ごわいぞ、垂れる毛 !
ヴィヴィッドのペットカット」

★
「目指すは真ん丸 ! シー・ズーの、こだわり顔カット」

講師：高橋邦明

JKC公認トリマーA級。人口3万人を割り込んでしまいそうな埼玉県小川町にあるサロン
「DOG
AXEL」
オーナートリマー・ひとりマー。約10年にわたり、
ミニチュア・シュナウザーのプロフェッショ
ナル、小林敏夫氏に師事している。ふだんはMシュナでショー・チャレンジしているが、今回は、
かつて1日に10頭以上シー・ズーが来店するサロンに勤めた経験により編み出した独自の
「シー・
ズーの丸顔カット」
を披露。2011年、
（一社）
全日本動物専門教育協会主催 全国トリミング競技会
トリミング部門チャンピオン、2012年、JKC埼玉ブロックトリミング競技会 最優秀技術賞を受賞。

★
「ワイアー・フォックス・テリアのペットカット」

講師：高日大照

㈱dogold代表。東京都目黒区にあるサロンのオーナートリマー。九州サンシャイングルーミ
ングスクールを卒業後、
トリミング技術を学ぶため渡米。世界屈指のテリア種プロハンドラー
であるゲイブリエル・ランゲル氏に師事し、ショー・グルーミングを学ぶ。帰国後、移動型モー
ビルグルーミングサロンを手がかりに、2年後、現在のサロンをオープン。フォーシーズンズ
ホテル丸の内東京との専属サロン契約や、セミナー講師、ドッグフォトグラファーとして活
動するなど、トリマーの新しい可能性を日々追求している。2015年10月にはグルームチーム
ジャパンの一員としてイタリアでのグルーミング世界大会に出場予定。

★
「プードルのペットアレンジ
～ Dogサロン タロイモのスタイリッシュアシメ !」

講師：山本晃子・冨吉愛子

講師：金子幸一・土屋典子

東京都北区にある
「ヴィヴィッドグルーミングスクール」
学長
（金子氏）
、主任教師
（土屋氏）
。
JKC公認トリマー教士でありJKCトリマー試験委員である金子氏と、JKC公認トリマーA級の
土屋氏が登壇。トイ・プードルのイメージが強い両氏だが、今回は
「垂れる毛」
の犬種をモデ
ルに“ペットカット”
を実演。教え方に定評のある
「チーム・ヴィヴィッド」
による、トリミング
理論をご堪能あれ。わからなかったこと、疑問に思っていたことを、ぜひこの講演ですっき
り解決へ !

「Dogサロン タロイモ」
オーナートリマー・山本氏…JKC公認トリマーA級。サロン併設の
「ベ
イフラワー犬舎」
で、シルバーのトイ・プードルのブリーディング、ショーイングに情熱を注
ぎつつ、
サロンオーナーとしてスタッフの育成にも力を入れている。技術力はもちろんのこと、
犬からも飼い主さんからも愛されるサロン作りを目指している。
チーフトリマー・冨吉氏…カットの技術だけでなく持ち前の明るいキャラクターで多くの飼い
主さんから支持を得ている。2013年、
（一社）
全日本動物専門教育協会主催 デザインカットコ
ンテストチャンピオン。

セミナーお申込みの方は、
下欄にご記入の上お送りください 受注専用FAX
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□ クレジットカード
※決済後、
受講証をお送りいたします。

□ 代金引換（手数料小社負担）
※受講証をお届けにあがった宅配業者に
代金をお支払いください。

名

※クレジットカードでの購入をご希望の方は
受 注 専 用
フリーダイヤル

0120-80-1906

まで

お電話いただきますようお願いいたします。

interzooトリミングセミナー2015ご注文欄 ※セミナー受講証の送料小社負担

□ t rim定期購読者
商
品
名

□ 東京会場
□ 大阪会場

講師への質問がございましたらご記入下さい。

6月17日
（水）6,000円（税込／1名様）
6月24日
（水）6,000円（税込／1名様）

□ 一般受講者
□ 東京会場
□ 大阪会場

6月17日
（水）9,500円（税込／1名様）
6月24日
（水）9,500円（税込／1名様）

■ お問い合わせ・お申し込み先

株式会社インターズー

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-9 東海堂渋谷ビル7F

TEL：70120-80-1906 FAX：70120-80-1872

インターズー・ホームページ

http://www.interzoo.co.jp

DM: 70001223

