
We shall never know all the good that a simple smile can do. 

Little things are indeed little, 

but to be faithful in little things is a great thing.

The miracle is not that we do this work, 

but that we are happy to do it.

 Kind words can be short and easy to speak, 

but their echoes are truly endless. 

The good you do today may be forgotten tomorrow.

 Do good anyway.

Give the best you have, and it will never be enough.

 Give your best anyway.

What would life be if we had no courage to attempt anything?

You live but once; 

you might as well be amusing.

 I don’ t do fashion, I AM fashion.

Fashion fades, only style remains the same.

The most courageous act is still to think for yourself.

 Aloud. Those who create are rare; 

those who cannot are numerous. 

Therefore, the latter are stronger. 

In order to be irreplaceable, 

one must always be different.

憧れの韓国スタイルをもっと身近に感じられるテクニックを  AXIS クリエイターの  

二人がセミナー内で発信します。

更にお二人がサロンワーク内で実施しているカウンセリングや  

普段のSNS発信についても解説頂きます。

韓国スタイルに気軽に挑戦！
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こちらのQRコードより
セミナーページへアクセスし、
購入ボタンをタップ
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〒158-0097　東京都世田谷区用賀 4-10-5　株式会社 bー eｘ　www.b-ex.inc

お申込みから受講までの流れ

セミナー内容

b-ex paletteへログイン 決済 セミナー当日

①購入して申し込む

②クレジットカードの情報を入力

③決済完了

①メールアドレスを登録
②b-ex palette事務局より送られる招
　待メールより会員情報を入力、確認
　し会員登録完了
③b-ex paletteへログイン

QRコードが読み取れない場合は下記
URLを直接入力して下さい
https://bexpalette.beautyexperience.com/

①ON AIR時刻の5分前位に             
　b-ex paletteへログイン

②受講するセミナーを選択

③ON AIIR時刻よりライブ配信

④セミナー後、1週間はアーカ
　イブとして保存され何度でも
　視聴可能

■b-ex palette会員登録済みの方

■b-ex palette会員未登録の方

受講料

￥2,200（税込）

カテゴリー

トレンドデザイン

受講対象者

ALL

1. 韓国スタイルを気軽に！＋10minテクニック
お二人がサロンワークで実践している、憧れの韓国スタイルを実現する
ためのプラス10分テクニックについて解説頂きます。

3. SNS発信について
多くのフォロワーに支持されるお二人のSNS発信について解説頂きます。　

2. リアルカウンセリングポイント
普段お客様に対してカウンセリングを実施する際に、お二人が心掛けて
いる事、気を付けている事などをお伝えします。

※決済が完了しているセミナーのみ表示されます。

※セミナー（映像）の著作権は弊社に帰属します。無断で複製、転載、改変、配布、販売などを固く禁止します。

※セミナー動画再生や視聴には大量のデータ（パケット）通信を行うため、携帯・通信キャリア各社にて通信料が発生します。データ通　信量が一定の基準に達した時点で、

通信会社での通信速度制限が行われることがあります。 スマートフォンやタブレットでご視聴　の場合は、Wi-fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費

用について弊社は一切の責任を負いかねます。

※動画の視聴にあたり生じた、いかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。

※購入したセミナーを第三者が閲覧可能な状態とする事は固く禁止します。

※購入したセミナーのキャンセルは致しかねます。

　Instagramから

最新情報発信中！！
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