『美しい』という武器を
手にした女性たちが、
輝き、活躍する姿を、
応援いたします！

●プログラム
第１部

お食事

会場：志摩

１２：３０〜１３：３０（受付 １２：００～）

第２部

講演会

テーマ：
サブテーマ：

会場：葛城

《輝やく未来を応援する‼》
いつまでもイイオンナでいよう！！

１〉 １４：００〜１５：３０ （受付１３：３０〜）

①

第１部食事だけの参加OK

②

第２部セミナーのみの参加OK

③

第１部、第２部、全て参加

株式会社 エクシーズジャパン

顧問 大山招子先生

『ダイエットや美容や健康からみた「免疫力」と「ホルモン
バランス」と腸美力！』
２〉 １５：４０〜１７：００
美容家 Miwaikehata ミワイケハタ
「美しい」を作る習慣づくり～内面から「美しい」を溢れ出す
ビューティーアップメソッド～

◆大山招子先生 プロフィール◆
INFA国際エステティック連盟インターナショナルエステティシャンゴールドマスター取得。
平成13年 鍼灸あん摩マッサージ師の資格を取得。
平成年２０月４月 大山治療院開業 「名医ではなく良医になりたい」心ある治療を目指しています
現在 大山治療院 院長、㈱エクシーズジャパン 顧問
平成１７年６月 業界紙：エステティックジャーナル コラム連載開始
２０１２年１１月９０回
平成２０年１月１９日『男と女の体質改善教室』（西日本新聞社）
平成２１年４月１０日『毒出し浄化ダイエット スロータスのススメ』（西日本新聞社）
平成２４年７月２３日『ＤＶＤつき 腸から毒出し！美肌ダイエット』（主婦の友社）
平成２７年８月３０日『エステティシャンが知っておきたい美容臨床各論』
（エステティックBP）
約３０００人の臨床データをもとにエステティックに
東洋医学を取り入れ、広い立場からの美容法を提唱。
新商品企画開発をはじめエステティックサロンにて
カウンセリングや技術教育、ケーススタディーをおこない
年間約２００日教育に全国とびまわっている。

休日は老人ホームを訪問し、ボランティア活動を行う
業界展示会セミナーでは多くの人を魅了する講演をおこなう
NHK文化センター
平成２４年７月 横浜ランドマーク教室：腸から毒出し！美肌ダイエット
平成２４年８月 町田教室：腸から毒出し！美肌ダイエット
平成２４年１０月 福岡教室：腸から毒出し！美肌ダイエット

日程と会場と参加申込ならびに事前振込み先のご案内
◆日時
2016年11月7日（月）
第１部 １２：３０スタート（12:00受付開始）
第２部 １４：００スタート（13:30受付開始）
◆場所
上本町シェラトン都ホテル
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１−５５
Tel: 06-6773-1111
◆アクセス
http://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/access/index.html/

お申し込み先 株式会社エル・ブラン
問合せ先
申込み期日

0120-34-4143
平成２８年１０月３１日
（振込は１１月３日までにお済ませください）

振込先 りそな銀行 江坂支店 普通預金Ｎｏ，００６７０３２
口座名義 株）エル・ブラン
＊なお、キャンセルは１１月３日までとさせていただき、それ以降の取り消しは
登録料のご返金を致しかねますのでご了承願います。

参加費と事前振込先
◆参加費

①１部お食事のみ
②２部セミナーのみ
③１部２部

5000円（一般）/ 3000円（早期割引１０月２０日迄）
5000円（一般）/ 3000円（早期割引１０月２０日迄）
8000円（一般）/ 5000円（早期割引１０月２０日迄）

旧Vita Rosa特別会員様は1部２部とも２名１組 無料ご招待となります
◆備考 セミナーは70名 お食事は上限３０名様まで先着順となりますので
お早目のお申し込みをよろしくお願いいたします！

◆美容家

Miwaikehata（ミワイケハタ）プロフィール◆

池端 美和
職業 美容家、プロデュース業 美調香アーティスト
アロマライセンスカレッジ 大阪 校 学院長
株式会社エル・ブラン 代表取締役
発光土地建物株式会社 代表取締役
『トータルブランディングサロンMiw aik ehata代表
【事業展開】
27歳より圧倒的多数男 性社 会の不 動産 業界 で起 業する 。
2010年より美容家 とし て女 性の 健康 と美 容に特化 し たサロ ンＶＩＴ A ＲＯＳＡを
展開し年間1000人以 上のお 客様のカ ルテ 指導 をする 。
2014年にはアロマライ セン スカレッ ジを 開講 し『広 がる香 りの 世界』 を
ビジネス世代の人々や 、スポーツ マン 、そして医療 や介 護、
美容や健康に意識のあるすべての 人の 暮 らしに活 用できる アロマを提 案する 。
またビジネスで活躍 できる 次世 代ア ロマセラピ スト の普 及.育成事 業を 目指す 。
2015年より美と健 康の 商品 プロデュー スを 開始
グループ企業 株式会社エル・ブランにて化 粧品 ブ ランド
『Miwaikehata～ミワイ ケハタ ～』を 販売開 始
2015年より『 Miwaikehata香りプロデュ ーサー』 とし て企 業様 の
商品価値の向上や空間デザイン をプロ デュースす る
その他講演活動・セミナー など
心身共の健康、美容、上 質な生活 、ライ フキ ャリ アなどの 講演 やセミナー な活 動をする 。
20代後半よりパラレル キャリア を築く 最中 で、青年 会議 所経済 人と 呼ば れる 1万 人以 上の男 性リー ダー と共に 活動を し、その圧 倒的多 数の
男性組織で女性特有の様 々な疑問 や不便 を感 じなが らも男性に 左右 される こと なく 、
オンナ坂を駆け上り、ライフキャリア を気 付きあげ 、20～30代の女 性 たちが 輝やき 、活 躍する ため の支 援団 体を立 ち上げ 、講演やイベ ント 、
セミナーなどの活動をする。
多くの女性たちへライフキ ャリ アの 提案 や、ナ チュ ラル でハー バル な暮 らしや 、美 調香 の香り が もたらすホリスティックビューテ ィーの 観点 や
優雅で気品に満ちた生活の 実現 などを 提案 している。

主催：株式会社エル・ブラン Miwaikehata事業部

