
第1回グラフィックトリミング
WIG TRAINING　　
講師：髙木美樹（TALL TREE.）

2020年11月11日（水）

残念ながら、延期になってしまった第１回グラフィックトリミングセミナーの開催日が、11月に決定しました！
本セミナーはWIGを使ってプードルの顔カットをおこなう、新しいスタイルのセミナーです。参加者全員が、講師の髙木
さんと一緒にWIGで顔カットのトレーニングができます。WIGを使ったことがなくて不安......という方も大丈夫！ WIGの取
り付け方から教えるので、はじめての方も安心して受講できます。きれいな丸を作るのが苦手、仕上がりにバラつきが出
てしまう、そんな悩みを持つ方におすすめのセミナーです。この機会にぜひご参加ください！

④アフロ系の
顔カット実習
（90分）

③テディベア系の
顔カット実習
（90分）

プ ロ グ ラ ム

①WIGを使った実習形式で、プードルの顔カットを
　体で覚えることができます。 

②感覚ではない、ロジカルなカットを
　身に付けることができます。

③講師もカットしながら講習するため、
　カットが早いトリマーのスピードを体験できます。

④WIGは犬のような個体差がないため、
　ベースとなるスタイルを覚えるのに最適です。

⑤グループ形式のため、他の参加者と相談しながら、
　一緒に技術が向上できます。

セミナ ー の 特 長

①ベースとなるテディベアや
　アフロがうまく作れない方。

②きれいな丸やシンメトリーを作るのが苦手な方。

③その時によって仕上がりに
　バラつきが出てしまう方。

④カットに時間がかかってしまう方。

⑤後輩にうまく教えることが
　できない方。

こんなお悩みを持つ方におススメ！

耳の位置や大きさで、スタイル選択が大きく変わる
　まず、最初に確認をしなければいけないのが、そのコ
本来の耳の位置や大きさです。飼い主さんも耳の位置が
わからずオーダーすることが多く、もともと耳の位置が
低いコに対して、耳付きを高く設定したスタイルを作る
のは無理があります。

　耳の大きさも重要で、確認をしておかないと飼い主さ
んがイメージしている耳のボリュームよりも大きかった
り小さかったりしてしまいます。
すでにこの段階で、できるスタイルが絞られてくるの
で、必ず事前に確認しましょう。

毛質と毛量次第では、
オーダーとは違うスタイルを提案
　耳の次の確認するのが、毛質と毛量です。人間でも、くせが強い毛質
なのにサラサラのストレートスタイルを希望したり、毛量が少ないのに
ボリュームのあるスタイルを希望するのは無理があるため、別のスタイ
ルを提案することがほとんどだと思います。
　無理にそのスタイルを作ろうとしても、結局「イメージと違う…」とな
ってしまうので、きちんとそのコの個性を説明した上で、そのコに合っ
た別のスタイルを提案した方がよいでしょう。
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①グラフィックトリミング
ロジック解説（座学講習・90分）
・顔カットのスリーポイントとは？
・プードルの顔カットのロジック

②WIG の
取り付け実習
（30分）

延期日程
決定！！



プードルの顔カットを視覚で覚える！ グラフィックトリミング
ロジカルトレーニングBOOK

監修  髙木美樹

プードルの顔のスタイル 176点収録！

ISBN978-4-86671-078-5C0045 ¥7000E

定価（本体7,000円＋税）
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●お申込み確定後のキャンセルや返金には応じられ
ませんので、予めご了承ください。
●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予定時間が変更に
なる場合がございますので、予めご了承ください。
●昼休憩が１時間ございます。会場内での飲食が

可能となりますので、昼食をご持参いただくか、近
隣の飲食店をご利用ください。
●講演中、写真や動画の撮影および録音は禁止さ
せていただきます。
●本セミナーが災害や悪天候等により延期または中
止になる場合は、セミナー前日の15:00までに弊社

ホームページ（https://interzoo.online/）にてお知ら
せいたしますので、ご確認ください。
●講習で使用するシザー、スリッカー、コーム、テ
キストは、必ずご持参ください。

注意事項

●日時
2020年11月11日（水）10：00～ 17：30 （受付開始9：30）

●申込み締切
2020年11月4日（水）

●持ち物
①普段お使いのシザー、スリッカー、コーム
※シザーは、プードルの顔カットで普段使われているものを一式ご持参ください。
※道具をお忘れになると、講習を受けることができません。
必ずお持ちになるよう、ご注意ください。

②テキスト「グラフィックトリミング 
ロジカルトレーニングBOOK」
※講習の際に必要になりますので、必ずお持ちになるよう、ご注意ください。
※講習で使用する犬の人形とWIGは、セミナー当日にお渡しします。

●会場
KFC Room111 （東京都墨田区横網一丁目6番1号）
都営地下鉄大江戸線「両国駅」A１出入口より徒歩０分。
JR中央･総武線「両国駅」東口より徒歩約６分。

●定員
48名 （定員に達し次第、受付終了とさせて頂きます）

●お申込み方法
「イベントペイ」のお申込みページより、
お申し込みください。
※お電話やFAXでのお申込みは受け付けておりません。
※複数名でお申し込みの場合は、１名づつのお手続きを
お願いいたします。

●お支払い方法
・クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済の
いずれかを選択してください。
・クレジットカード決済は、決済が完了するとお申込みが
確定いたします。
カードご利用明細には「イベントペイ」という名称で表示
されます。
・コンビニ決済、ペイジー決済は、お申込みから3日以内
にご入金を完了してください。
期日までにご入金が確認できない場合は、キャンセルと
させていただきます。
システムにてご入金を確認しだいお申込みが確定いたし
ます。
・お申込み確定後のキャンセルや返金には応じられませ
んので、予めご了承ください。

●セミナー当日のご参加方法
お申込みが確定した際に
お送りしたメールを、
受付にてご提示ください。
※受講証は送付いたしておりません。
※携帯電話やスマートフォンの画面、または上記メール
を印刷したもののいずれかを確認させていただきます。
その際は、ご参加者名、申込番号、イベント名、ご入金
状況を確認させていただきます

●受講料
①テキスト「グラフィックトリミング 
ロジカルトレーニングBOOK」を
お持ちの方
28,000円（税別）
※犬の人形1体、WIG2個の代金を含みます。

②テキスト「グラフィックトリミング 
ロジカルトレーニングBOOK」を
お持ちでない方
35,000円（税別）
※テキスト、犬の人形1体、WIG2個の代金を含みます。

セミナ ー 概 要

髙木美樹（TALL TREE.）
滋賀県彦根市にあるトリミングサロン「TALL TREE.」のオーナート
リマー。
アメリカ留学時に「犬に負担をかけずに短時間で仕上げる」ことを
目的としたスピーディーなトリミングに感銘を受け、現地で技術を
身に着ける。帰国後、日本の犬に合うかわいいスタイルを短時間で
仕上げる独自のスピードトリミング® を考案し人気を博す。
海外のコンテストにも積極的に参加し、Groom Expo やSuperzoo 
を含むさまざまなコンテストで数々の賞を受賞。日本やアジア諸国
で、コンテストジャッジとしてのキャリアも持つ。

講師プロフィール

監修：髙木美樹
（TALL TREE.）
サイズ：A4判/並製/
128頁/オールカラー
定価：7,000円（税別）

グラフィックトリミング　
ロジカル トレーニング 
BOOK

公式テキスト

申込先

申込先

お問合わせ先 株式会社インターズー TEL:0120‐80‐1906（平日10：00-18：00）DM:70001719


