2019年5月
日付

時間

ウェルネスライフ 催事スケジュール
催事名

場所

作成日: 2019/5/7
講師

主催

適用

1日 水 10:00-

★商品体感説明会 滋賀/長浜市 嶌田ｻﾛﾝ

津田先生

2日 木 10:00-

◆よろず相談会

社長/津田先生 本社

3日 金 13:00-

★商品体感説明会 宮城/仙台市 興栄ｵﾌｨｽ

4日 土 13:00-

※東急ﾊﾝｽﾞ出店打合 東京/東急ハンズ新宿店池袋店 社長/津田先生

5日 日 14:00-

◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方教室 静岡/沼津市 佐々木ｻﾛﾝ 社長/津田先生 本社

6日 月 13:00-

★商品体感説明会 静岡/静岡市葵区 西村仏具

社長/津田先生

7日 火 10:00-

●福光先生治療会 本社

福光院長/社長 TCS/秋満G 有料/申込制

13:30-16:00 ◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方教室

8日 水 10:30-12:00 ◎代理店会議

本社

津田先生

本社

本社

社長

本社

◆商品取扱研修

非接触型血流観察装置

13:30-

◆商品体感研修

ボディエッセンス

10日 金 10:00-

白石先生

※ｱｼﾌﾞﾗ事業提案 鳥取/中電工会議室
本社

●福光先生治療会

12日 日 10:00-

●福光先生治療会 大阪/新大阪 丸ﾋﾞﾙ本館410

13:00-

14日 火 11:00-

本社/中内G

福光院長

ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ

本社

広島/広島市 広島ｵﾌｨｽｾﾝﾀｰF室 福光院長/社長 本社/木村G 有料/申込制

※ﾋﾞｼﾞﾈｽ提案 東京/新宿

福光院長/社長 本社/地主G 有料/申込制

高知県人会ｵﾌｨｽ 津田先生

ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ

●福光先生治療会 静岡/浜松市 福祉交流ｾﾝﾀ

福光院長/社長 本社/斉藤G 有料/申込制

★商品体感説明会 栃木/鹿沼市 常盤ｻﾛﾝ

津田先生

本社/常盤G

●治療体験会

富山/富山市 高田ｻﾛﾝ

津田先生

本社/秋満G

本社

社長

本社

15日 水 13:30-16:00 ■社長ｾﾐﾅｰ
16日 木 13:30-

本社

津田先生

11日 土 10:00-

13日 月 10:00-

本社

◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方教室 岐阜/岐阜市岩崎 中内ｻﾛﾝ 津田先生

13:30-16:00 ◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方教室

13:00-

社長/津田先生 本社/山田G

本社

13:30-

9日 木 13:00-

本社/嶌田G

★商品体感説明会 北海道/札幌市豊平区 TCS

社長/津田先生 TCS/本社

14:00-17:00 ※楽しく学ぶ水のｾﾐﾅｰ 東京/港区 新橋東急ﾋﾞﾙ5F 江田社長

ｼﾞｰﾑｽ/ｺﾞｰﾀﾞ

17日 金 10:00-

★商品体感説明会 北海道/札幌市北区 高野ｻﾛﾝ

社長/津田先生 本社/高野G

18日 土 13:00-

★商品体感説明会 北海道/旭川市 佐藤ｻﾛﾝ

社長/津田先生 本社/佐藤G

19日 日 13:30-

■社長ｾﾐﾅｰ

13:30-16:00 ◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方教室

大阪/新大阪 丸ﾋﾞﾙ本館411 社長

本社/地主G

本社

本社

津田先生

20日 月 13:00-

★商品体感説明会

21日 火 13:00-

★企業商品体感会 和歌山/勝浦市 山本不動産

22日 水 14:00-

★商品体感説明会 福岡/大野城市 松本ｻﾛﾝ 津田先生

本社

23日 木 13:00-

★企業商品体感会 福岡/福岡市博多 未定

本社

和歌山/田辺市 紀南文化会館4F 社長/津田先生 本社/地主G

社長/津田先生 本社/地主G

津田先生

ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ

24日 金
25日 土 13:3013:30-

26日 日 13:30-

●治療体験会

愛知/名古屋ｶﾈｼﾞｭｰﾋﾞﾙ3F第2 社長/野中先生 本社/塩谷G

◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方指導 鳥取/鳥取市 くるみ薬局

津田先生

本社/長谷川G

■社長ｾﾐﾅｰ

静岡/浜松市 福祉交流ｾﾝﾀ 福光院長/社長

●治療体験会

愛媛/今治市 汐澤ｻﾛﾝ

社長/津田先生 本社/汐澤G

29日 水 13:30-16:00 ■社長ｾﾐﾅｰ

本社

社長

30日 木 11:00-

●治療体験会

神奈川/相模原 みやびｻﾛﾝ 津田先生

本社/山川G

31日 金 11:00-

◆ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ使い方指導 千葉/四街道市 横山ｻﾛﾝ 津田先生

本社/秋満G

本社/鈴木G

27日 月
28日 火 10:00-

1日 土 10:30-12:00 ◎代理店会議
13:30■社長ｾﾐﾅｰ/ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ

本社

本社

社長

本社

★商品体感説明会 本社

未定

本社

●治療体験会/体感会

●治療会

★商品説明ｾﾐﾅｰ

◆勉強会

◆研修会/ﾌｫﾛｰ会

その他

