
イベント企画

クロスメディアによるプロモーションで、20代の働く女性を囲い込み！

実施事例集
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ウーマン事業部
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※escala cafeはマイナビウーマンとしてリニュアールオープンしました。(2012/11/29) 



オトナ⼥⼦のマネー美⼈レッスン 〜未来のワタシへの投資、ちゃんとできてる？〜

■タイトル オトナ女子のマネー美人レッスン ～未来のワタシへの投資、ちゃんとできてる？～

■内容 投資について考えるマネーセミナー

■実施目的 Ｆ１層に向けた投資の啓蒙

■開催日程 2015年2月19日（木）、23日（月）19:00～20:55（受付開始18:30～）

■開催場所 東京駅直結 丸ビルホール7F

■主催 日本証券業協会

■定員 【19日】280名 【23日】236名

左：山口京子さん
ＦＰ

右：福田萌さん
タレント／2級FP技能士



■タイトル ～花嫁レシピ～ 冷蔵庫の余りものはもうサヨナラ！万能ダレ「みそーす」で

時短簡単バランス料理をつくろう♪

■内容 味噌を使ったクッキングセミナー

■実施目的 Ｆ１層に向けた味噌の啓蒙 使用促進を図る

■開催日程 2015年3月5日（木）19:00～21:30（受付開始18:00～）

■開催場所 K-cc ～Korean culture Community～ カナダラクッキング

■主催 味噌健康づくり委員会

■定員 24名

～花嫁レシピ～ 冷蔵庫の余りものはもうサヨナラ！万能ダレ「みそーす」で時短簡単バランス料理をつくろう♪



若手社会人の心得！ デキル社会人のコミュニケーション力アップ講座

■タイトル 若手社会人の心得！ デキル社会人のコミュニケーション力アップ講座

■内容 第１部：太田光代さんトークセッション 「ビジネスの最前線で活かせるコミュニケーション術」

第2部：吉戸三貴さん講演 「社会人として必要なビジネスマナー」

第3部：懇親会 若手社会人同士の交流会 シークレットゲスト：若井おさむ

■実施目的 若手社会人としてのコミュニケーションの大切さについて訴求。アナログコミュニケーションの

有効な手段として、この時期に年賀状を手書きで書くことの大切さを伝え、年賀状を送る習慣化を

意識させる。

■開催日程 2014年12月13日（月） 13：00～15：00 (受付開始12 ： 30～) 
■開催場所 マイナビ本社2F マイナビルームT

■主催 株式会社マイナビ セミナー運営事務局

■協賛 日本郵便株式会社

■定員 100名 （マイナビニュースと合同・・・入社１～3年目男女でセグメント）

講師：太田光代

株式会社タイタン、

株式会社トリトン代表

講師：吉戸三貴

株式会社スティル代表

コミュニケーションプランナー



いま知っておくべき！「女性のカラダのメカニズム」と「これからの私たちのカラダ」

■タイトル 今知っておくべき！「女性のカラダのメカニズム」と「これからの私たちのカラダ」

■実施内容 女医に聞く女性のカラダのメカニズムと マネー相談（ＦＰカウンセリング）

■実施目的 もしも”の時に準備が大切なお金のことについて考えることで保険加入の大切さを訴求

■開催日程 2014年9月30日（火）19:00～21:30（受付開始18:30～）

■開催場所 マイナビルーム2F-U

■主催 保険のビュッフェ

■定員 100名

産婦⼈科医
宋美玄先生

ファイナンシャル・プランナー
一橋香織さん

クライアント様ＨＰにて
イベントの様子をレポート

イベント告知ページ



★ボートレースで高まるぅ！★ 真似メイク講座♪ーHappy Cardお披露目イベントー

■タイトル ボートレースで高まるぅ！ 真似メイク講座

■内容 真似メイクとボートレースを体験

■実施目的 Ｆ１層に向けた味噌の啓蒙 使用促進を図る

■開催日程 2014年3月29日
■開催場所 ボートレース江戸川

■主催 一般財団法人ボートレース振興会

■定員 22名

梶恵理子さん



オトナ女子のためのハッピーレッスン♪～私を輝かせるメイク＆キャリア～

■タイトル オトナ女子のためのハッピーレッスン♪～私を輝かせるメイク＆キャリア～

■内容 メイクセミナー、キャリアセミナー

■実施目的 CDA資格の認知向上、日本マンパワーへの入校促進

■開催日程 2013年9月29日（日）13:00～15:30（受付開始12:30～）

■開催場所 （株）マイナビ セミナールーム 9－A

■主催 株式会社日本マンパワー

■定員 160名

カラー・コーディネーター
イメージアップ・コーディネーター
矢吹 朋⼦さん

キャリアカウンセラー
山崎 美和さん



オトナ女子のためのカラダケアセミナー in 大阪

■タイトル ”女性の悩み”みんなで考えよう！

オトナ女子のためのカラダケアセミナー in 大阪

■内容 子宮頸がんについての講演

■実施目的 子宮頸がん検診、予防ワクチン接種の啓蒙

■開催日程 2013年9月28日（土）14:00～15:30（受付開始13:30～）

■開催場所 TKP大阪梅田ビジネスセンター カンファレンスルーム13B

■主催 公益財団法人日本対がん協会

■定員 30名

シンガーソングライター
松田陽⼦さん



オリンピック効果で不動産収益を得るなら今♪『マネー美人のための資産運用ゼミ』

■タイトル オリンピック効果で不動産収益を得るなら今♪『マネー美人のための資産運用ゼミ』

■内容 【第１部】初心者向け不動産投資とは

【第２部】物件・不動産会社の選び方

【第３部】個別相談会

■実施目的 ステップアップセミナーの予約申し込み。不動産物件の購入

■開催日程 2014年1月29日（水）19:30～22:30（受付開始19:00～）

■開催場所 （株）マイナビ セミナールーム 2－Ｕ

■主催 サクトインベストメントパートナーズ株式会社

■定員 20名

アセットデザイナーズ株式会社

代表取締役 島居 里至 (しますえ さとし)さん



10年後の私。貯金だけで大丈夫!? 『マネー美人になるための不動産投資セミナー』

■タイトル 10年後の私。貯金だけで大丈夫!? 『マネー美人になるための不動産投資セミナー』

■内容 【第１部】マネーセミナー 【第２部】不動産投資セミナー 【第３部】懇親会

■実施目的 無料シュミレーション予約申し込み

■開催日程 2013年10月30日（水）19:00～22:00（受付開始18:30～）

■開催場所 （株）マイナビ セミナールーム 2－T

■主催 サクトインベストメントパートナーズ株式会社

■定員 42名

ファイナンシャル・アドバイザー

中村 斐（なかむら あや）さん

アセットデザイナーズ株式会社

代表取締役 島居 里至 (しますえ さとし)さん

好評につき第２弾開催!!



10年後の私。貯金だけで大丈夫!? 『マネー美人になるための不動産投資セミナー』

■タイトル 10年後の私。貯金だけで大丈夫!? 『マネー美人になるための不動産投資セミナー』

■内容 【第１部】マネーセミナー 【第２部】不動産投資セミナー 【第３部】懇親会

■実施目的 無料シュミレーション予約申し込み

■開催日程 2013年9月28日（土）14:30～18:00（受付開始14:00～）

■開催場所 （株）マイナビ セミナールーム 9－B

■主催 サクトインベストメントパートナーズ株式会社

■定員 34名

ファイナンシャル・アドバイザー

中村 斐（なかむら あや）さん

アセットデザイナーズ株式会社

代表取締役 島居 里至 (しますえ さとし)さん



「UULA」オリジナルドラマ「I LOVE YOU」女性限定試写会

■タイトル 「UULA」オリジナルドラマ「I LOVE YOU」女性限定試写会

■内容 試写会

■主催 エイベックス・エンタテインメント 株式会社

■開催日程 2013年8月4日（日）

■開催場所 SF汐留 試写室

■定員 抽選で40組80名ご招待

●タイアップページ（診断コンテンツ）

TOTALで
１８万PVを超える反響！

試写会には、
人気恋愛コラムニスト
ひかりと、103kgの
恋愛カウンセラー
⽻林由鶴が登壇

●試写会



松竹 映画「俺はまだ本気出してないだけ」 試写会イベント

■タイトル 俺はまだ本気出してないだけ

■内容 試写会

■主催 松竹

■開催日程 2013年７月

■開催場所 SF汐留 試写室

■定員 抽選で40組80名ご招待

●タイアップページ

作品と連動したコンテンツ
を展開し興味喚起

コラボ試写会を実施
マイナビウーマン
読者限定イベント

タイアップのコンテンツを
⼆次利⽤し、イベントの

お楽しみコンテンツとして展開

●試写会



～マレーシアの魅力が満載～ 欲張りマレーシア！トワイライトクルージング女子会2013

■タイトル ～マレーシアの魅力が満載～

欲張りマレーシア！トワイライトクルージング女子会2013

■内容 マレーシアの魅力紹介・マレーシア料理・マレーシア歌手(アイズディーン）ライブ

タナメラオイルのマッサージレッスン・HISのツアー紹介 など

■実施目的 マレーシアへの渡航促進

■開催日程 2013年5月18日（土）16:00～18:30（受付開始15:30～）

■開催場所 ヴァンテアン（船上）

■主催 マレーシア政府観光局

■定員 100名 （来場101名）



サンシャイン⼥⼦道 Valentine’s Special Week

■タイトル サンシャイン女子道 Valentine’s Special Week 

小椋ケンイチ（おぐねー）が指南! バレンタイン直前の恋するメイク講座

■内容 メイク＆恋愛お悩み相談セミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2015年2月11日（水・祝）15:00～17:00（受付開始16:30～）

■開催場所 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５Ｆコンファレンスルーム

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 80名

ヘア・メイクアップアーティスト

小椋ケンイチ（おぐねー）さん



サンシャイン⼥⼦道 Special Week 『ワインセミナー×オザミ59』

■タイトル サンシャイン女子道Special Week 『ワインセミナー×オザミ59』

オトナのワイン女子会 ～恋はディナーで生まれる～

■内容 ワインセミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2014年6月18日（水）19:00～20:50（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャイン60 59F『オザミ・サンカントヌフ』レストラン内

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 72名

印象評論家

重田みゆき さん



サンシャイン⼥⼦道 Special Week 『日本酒セミナー×星のなる木』

■タイトル サンシャイン女子道Special Week 『日本酒セミナー×星のなる木』

ほろ酔い女子会 ～可愛い日本酒のたしなみ方～

■内容 日本酒の利き酒セミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2014年6月18日（水）19:00～20:50（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャイン60 59F『天空の庭 星のなる木』レストラン内

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 50名

日本酒スタイリスト

島田律子さん



■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～ パンを使ったお料理教室

■内容 クリスマスに自宅で簡単に出来るパンを使ったお料理教室

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年12月13日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ アルパ1F メゾンカイザー

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

安江 浩司

メゾンカイザーシェフ

パンを使ったお料理教室



■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～

色彩の光に癒される カラー影絵キャンドル教室

■内容 カラー影絵キャンドル教室

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年11月20日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ アルパ3F 特設会場

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

カラー影絵作家

河野里美さん

色彩の光に癒される カラー影絵キャンドル教室



■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～

ワンランク上の愛され⼥性に♡美しい⽴居振る舞いと愛されメソッド

■内容 マナーセミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年10月16日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ ワールドインポートマート５F カンファレンスRoom15

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 100名（参加者81名）

マナー研究家・タレント

住友 淑恵さん

ワンランク上の愛され女性に♡美しい立居振る舞いと愛されメソッド



簡単かわいい♡はじめてのキャラ弁講座

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～

簡単かわいい♡はじめてのキャラ弁講座

■内容 キャラ弁講座

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年9月18日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ ワールドインポートマート９F さくらルーム

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

フードコーディネーター

ムク（徳光ゆう子）さん



ウエディングシーンで大注目 華やか美女になるパーソナルカラー診断

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～

ウエディングシーンで大注目 華やか美⼥になるパーソナルカラー診断

■内容 パーソナルカラーセミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年8月21日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティサンシャイン60展望台

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 50名

イメージコンサルタント

福島由美さん



オトナ女子の「夏美肌」大作戦！!

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～「オトナ⼥⼦の「夏美肌」大作戦！!」

■内容 スキンケアセミナー

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年7月17日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5F コンファレンスルーム Room5 

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 50名

株式会社decencia

堀奈々恵さん



夏美人の愛されデートメイクレッスン

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～「夏美⼈の愛されデートメイクレッスン」

■内容 水族館でも映える夏メイク講座

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年6月19日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5F コンファレンスルーム Room9

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

メイクアップアーティスト

朝美さん



キレイになる日本酒講座

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～「キレイになる日本酒講座」

■内容 日本酒講座、日本酒試飲会・交流会

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年5月15日（水）19:00～21:00（受付開始18:30～）

■開催場所 サンシャインシティ サンシャイン60展望台

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

日本酒スタイリスト

島田律子さん



恋を呼ぶ 星と香りセミナー

■タイトル サンシャイン女子道～夜レッスン道～「恋を呼ぶ 星と香りセミナー」

■内容 パフュームセミナー、プラネタリウム鑑賞

■実施目的 サンシャインシティへの来館誘導

■開催日程 2013年4月17日（水）19:15～21:00（受付開始18:45～）

■開催場所 サンシャインシティ コニカミノルタプラネタリウム“満天”

東京都豊島区東池袋3-1-1

■主催 株式会社サンシャインシティ

■定員 35名

パフュームデザイナー

吉武利文さん



オトナ女子のためのカラダケアセミナー ～子宮頸がんのことを知って、健康美人に～

■タイトル 今年こそ始めたい！新習慣

オトナ女子のためのカラダケアセミナー

～子宮頸がんのことを知って、健康美人に～

■内容 子宮頸がんについての講演、グループでのワークショップ

■実施目的 子宮頸がん検診、予防ワクチン接種の啓蒙

■開催日程 2013年2月2日（土）14:00～15:30（受付開始13:30～）

■開催場所 有楽町朝日スクエアA、B 東京都千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン11F

■主催 公益財団法人日本対がん協会

■定員 50名 （来場86名）

⼦宮頸がん経験者・
松田さんへの

質問タイム



ＮＴＴ都市開発株式会社
輝く⼥子のスペシャルな1日!「GIRL’S PARTY」

特定非営利活動法⼈ 日本成⼈病予防協会
美と健康のカギは腸にあり！「腸脳⼒を⾼める⾷」教えます♪

株式会社⻑沼
着付師お仕事丸わかりセミナー

イベント マイナビウーマン告知のみ（募集管理）



プロから学ぶおうちで簡単カフェごはん ～J.S.バーガーズカフェ編～

■タイトル プロから学ぶおうちで簡単カフェごはん ～

■内容 カフェ・ド・パリのテイスティング/クッキング/試食会

■実施目的 カフェのシェフからカフェドパリにあうレシピをレクチャー。

カフェの雰囲気の中、カフェドパリを楽しんでもらう。ブランドイメージの刷り込み。

映像配信による全国の会員への拡散

■開催日程 2012年7月7日（土）20:00～21:00（受付開始19:30～）

■開催場所 JSバーガーズカフェ 原宿店 東京都渋谷区神宮前6-6-2 2F

■主催 ペルノ・リカール

■定員 １５名 （来場16名）



■タイトル 「着付師」のお仕事 丸わかりセミナー

■内容 着付師のお仕事セミナー

■実施目的 長沼静きもの学院への入会促進

■開催日程 2011年10月5日（水）19:30～21:00（受付開始19:00～）

■開催場所 毎日新聞社 セミナールーム

地下鉄 東西線／竹橋駅 直結

■主催 長沼静きもの学院

■定員 各日50名

「着付師」のお仕事 丸わかりセミナー



“5年後の私”について考える 仕事×結婚 ハッピーバランスのために今できること

■タイトル “5年後の私”について考える 仕事×結婚 ハッピーバランスのために今できること

■実施目的 映像翻訳という仕事の認知

映像テクノアカデミアへの入校促進

■開催日程 2011年10月1日（土） 13：30～15:50（受付開始13：00）

■実施場所 （株）マイナビ セミナールーム

■料金 無料

■主催 株式会社マイナビ メディアコミュニケーション事業本部 エスカーラ編集部

■協催 株式会社東北新社

■定員 100名

藤沢優月さん 尾形由美先生



■タイトル 仕事帰りに運動♪スポーツクラブＮＡＳ体験イベント～カラダのプチ悩み解決プロジェクト～

■内容 ●フィットネスクラブの体験会（3回実施）

■実施目的 スポーツクラブＮＡＳへの入会促進

■開催日程 2010年5月16日（月）／5月20日（金） ／5月23日（月）19:30～22:30  (受付開始 19:00)
■開催場所 スポーツクラブＮＡＳ 大崎店（第1回、3回） 月島店（第2回）

①大崎店 ＪＲ山手線 大崎駅／徒歩5分 ②月島店 東京メトロ有楽町線 月島駅／徒歩８分

■主催 スポーツクラブＮＡＳ

■協力 株式会社毎日コミュニケーションズ メディアコミュニケーション事業本部

■定員 ①大崎店 各70名 ②月島店 60名 計200名

仕事帰りに運動♪スポーツクラブＮＡＳ体験イベント～カラダのプチ悩み解決プロジェクト～



escala×アパガード Special EVENT（3回目）

■タイトル オトナ女子のたしなみ ワイン講座＆パーティ ～一足早い、クリスマスパーティを～

■実施目的 アパガードの認知促進

■開催日程 2010年11月26日（金） 19：30～22:00（受付開始19：00）

■実施場所 毎日コミュニケーションズ セミナールーム

■料金 無料

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部エスカーラ編集部

■協催 株式会社サンギ

■定員 150名

友田晶子先生

ワイン・コーディネーター、日本料飲ビジネ

ス研究会会長、All About日本酒・焼酎ガ

イド。ワインや日本酒など酒類と食に関す

る執筆、講演・セミナー、コンサルティング

を行う「トータル飲料プロデューサー」。キャ

リア20年で、わかりやすいセミナーには定

評がある。田崎真也氏オーナーのワイン

バー「アルファ」の代表、同ワインサロン講

師。フランスチーズ鑑定騎士団叙任。



escala×アパガード Special EVENT（2回目）

■タイトル 好感度アップのメイク講座 ～冬のトレンドメイクテクニック～

■実施目的 アパガードの認知促進

■開催日程 2010年10月22日（金） 19：30～21:20（受付開始19：00）

■実施場所 毎日コミュニケーションズ セミナールーム

■料金 無料

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部エスカーラ編集部

■協催 株式会社サンギ

■定員 150名

朝美先生



escala×アパガード Special EVENT（1回目）

■タイトル ハッピーコミュニケーション講座 ～オトナ女子の笑顔術～

■実施目的 アパガードの認知促進

■開催日程 2010年9月22日（水） 19：30～21:20（受付開始19：00）

■実施場所 毎日コミュニケーションズ セミナールーム

■料金 無料

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部エスカーラ編集部

■協催 株式会社サンギ

■定員 150名

倉島麻帆先生 石井さとこ先生



escala×「アルパ」リニューアル記念サンプリングイベント

■タイトル escala×サンシャインシティ 「アルパ」リニューアル記念サンプリング

■実施目的 サンシャインシティ内「アルパ」への来場促進

■開催日程 2010年10月29日（金）、30日（土） お昼の部：11:00～ 夕方の部：17:00～

■実施場所 サンシャインシティ アルパ１F噴水吹抜き前広場 ※施設内

■料金 無料

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部エスカーラ編集部

■協催 サンシャインシティ

■配布数 5000名



■タイトル 副業にも最適な「着付師」のお仕事 丸わかりセミナー

■内容 ●着付師のお仕事セミナー

■実施目的 長沼静きもの学院への入会促進

■開催日程 2010年10月1日（金）／10月8日（金）19:30～21:20  (受付開始 19:00)
■開催場所 毎日新聞社 セミナールーム

地下鉄 東西線／竹橋駅 直結

■主催 長沼静きもの学院

■定員 各日80名

副業にも最適な「着付師」のお仕事 丸わかりセミナー



escala×パーム＆ファウンテンテラスホテル Special EVENT

■タイトル 秋夜のescalaスペシャルパーティ「占星術研究家 鏡リュウジさんトークショー」

■内容 『ハッピーを引き寄せる星たちのメッセージ』

■実施目的 ホテル宿泊とトークイベント

■開催日程 2010年10月1日（金） 19：30～21:45（受付開始18：30）

■実施場所 東京ディズニーリゾート・パートナーホテル 「ファウンテンテラスホテル」 中庭 特設会場

■料金 ★エスカーラ特別ご宿泊プラン★

4名様で1室ご利用：1名様￥4,750 3名様で1室ご利用：1名様￥6,000

2名様で1室ご利用：1名様￥8,500 1名様で1室ご利用：1名様￥17,000

【ホ テ ル】「ファウンテンテラスホテル」

【部屋タイプ】スタンダードルーム ※すべての客室は禁煙です。

【お 食 事】朝・夕なし

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■協催 株式会社ミリアルリゾートホテルズ

■定員 最大200名

☆ 鏡リュウジ ☆



escala×IKEZO Special EVENT

■タイトル escala×IKEZO Special EVENT 「働く女子のココロを癒す アコースティックナイト」

■内容 末永華子さん

harmonic hammock（ハーモニック ハンモック）さん

■実施目的 IKEZOの商品紹介およびサンプリング

■開催日程 2010年 3月 19日（金） 19：30～21:45（受付開始19：00）

■実施場所 恵比寿 Art cafe Friends（アートカフェ・フレンズ）

■料金 ミュージックチャージ無料（ワンドリンクサービス）※別途ワンフードの注文

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■協催 大関株式会社

■定員 70名

☆末永華子さん☆ ☆ harmonic hammockさん☆



■タイトル ワタシが変わる！New year New Me プログラム escala×Natural Fitness BIVIO

～働く女性のカラダリフレッシュ計画実行！～

■内容 ●フィットネスクラブの体験会

■実施目的 Natural Fitness BIVIOへの入会促進

■開催日程 2010年1月15日（金）／1月22日（金）19:00～23:00  (受付開始 18:15)
■開催場所 Natural Fitness BIVIO

地下鉄 日比谷線・ JR／恵比寿駅・徒歩5分

■主催 NATURAL FITNESS BIVIO 恵比寿 （MEGALOS CO.,LTD. ）

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■定員 各日60名

ワタシが変わる！New year New Me プログラム～働く女性のカラダリフレッシュ計画実行！～



escala 日本映画に見るオトナ女子の「恋愛」「仕事」「結婚」

■タイトル ｢今観るべき映画｣から、働くオトナ女子の悩みを読み解く！

日本映画に見る オトナ女子の「恋愛」「仕事」「結婚」

■内容 1部 映画パーソナリティ × スペシャルゲスト トークセッション

『日本映画に見る オトナ女子の恋愛・仕事・結婚】』

2部 オススメ作品『弁当夫婦』試写会

■実施目的 日本映画への興味喚起および日本映画専門チャンネルの認知拡大

■開催日程 2010年3月5日（金）19:00～21:00  (受付開始 18:30)
■開催場所 中目黒ＧＴプラザ ホール

■主催 日本映画衛星放送株式会社

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■定員 100名

MC：伊藤 さとり

映画パーソナリティ、心

理テストカウンセラー

第1部ゲスト：名越 康文

精神科医、カウンセラー

当日、抽選で３名様に

オススメDVDをプレゼント！！



働きウーマンのためのハッピートークショー』 in ホテルグランパシフィックメリディアン

■タイトル 『働きウーマンのためのハッピートークショー』

～スイーツに囲まれて至福のひとときを～

■概容 1部「あなたをハッピーへと導く星からのメッセージ」【ゲスト】鏡リュウジ

2部「シゴトと恋に効くハッピー英会話」【ゲスト】遠山顕

■開催日程 2007年8月25日（土） 13：30～16：30 【開場13:00】

■実施場所 ホテル グランパシフィック メリディアン

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 京浜急行電鉄／ホテル グランパシフィック メリディアン

日本英語検定協会 STEP BULATS事務局

■参加費 無料

■定員 600名

鏡リュウジ

占星術研究家・翻訳家

遠山顕

COMUNICA, Inc.代表



■タイトル COREDO日本橋3Fフロアリニューアルオープンイベント

■内容 ●全面リニューアルされた3Fフロアの内覧会

●形成外科医西川史子さんのトークショー

■実施目的 COREDO日本橋への来店促進

■開催日程 2009年9月8日（火）17:30～21:00  (受付終了 20:30)
■開催場所 COREDO日本橋3Ｆ

■主催 COREDO日本橋

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■定員 １５０名（1～3名でのお申込）

COREDO日本橋3Fフロアリニューアルプレオープンイベント

当日参加者への豪華プレゼント☆

コレド日本橋のレスト

ラン等で使える割引券



GUAM NIGHT（グアムナイト）

■タイトル 20～30代のビジネスパーソン＆働きウーマンに贈るスペシャルパーティー

『ＧＵＡＭ ＮＩＧＨＴ』

■内容 ●ワンランク上のグアムの楽しみ方や美しい景色をスライドショー形式で紹介

●グアムにまつわるクイズ大会 ※現地の高級ホテル宿泊券や航空券をプレゼント！

※ブッフェ形式のお料理とお酒もご用意

■実施目的 グアムへの興味を深め、現地への渡航を促進

■開催日程 2009年3月19日（木）20:00～22:00  (受付開始 19:30)
※休前日

■開催場所 リストランテ ベニーレベニーレ

地下鉄千代田線・副都心線明治神宮前駅 徒歩1分

JR山手線原宿駅 徒歩3分

地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線表参道駅5分

■主催 グアム政府観光局

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ・コブス編集部

■定員 200名 (立食形式)

● GUAM BAG ●

来場者全員に豪華お土産を

プレゼント！



escala クリスタルジェミー 「キレイのプロに教わる美人化計画」

■タイトル 女性だったら誰だって知りたい～キレイのプロに教わる『美人化計画』

■概容 1部『夏でも輝く白い肌～秋に泣かないための夏肌おでかけ対策』

2部『透明感のある輝く素肌で夏を乗り切るスキンケア徹底講座』

■開催日程 2007年7月21日（土） 13：30～16：00 【開場13:00】

■実施場所 虎ノ門パストラルホテル

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 株式会社クリスタルジェミー

■参加費 無料

■定員 70名

講師：岸 紅子さんプロフィール

profile

美容アナリスト／株式会社コロン

代表取締役／ビエナライフスタイ

ル研究所代表



escala＆COBS マナビバオープン記念 特別試写会

■タイトル escala＆COBS マナビバオープン記念 特別試写会

「パコと魔法の絵本」

■実施日程 2008年8月29日(金） 開場 18:30 ／ 開映 19:15

■実施場所 東京厚生年金会館

■来場者 1,000組2,000名（2050名来場、ハガキ戻り1041枚）

■実施内容 escala、COBS読者を対象に試写会の実施。

■実施目的 読者フォロー



escala＆COBS プレミアムスタート記念 合同試写会

■タイトル escala＆COBS プレミアムスタート記念 合同試写会

「僕の彼女はサイボーグ」

■実施日程 2008年5月16日(金） 開場 18:00 ／ 開映 18:30

■実施場所 よみうりホール

■来場者 550組1100名

■実施内容 escala、COBS読者を対象に試写会の実施。

■実施目的 読者フォロー



escala 富士ゼロックスキャリアネット presents escala特別試写会

■タイトル 富士ゼロックスキャリアネット presents escala特別試写会

「みんな誰かの愛しい人」

■実施日程 2004年10月15日(金） 開場 18:15 ／ 開映 18:45

■協賛 富士ゼロックスキャリアネット株式会社

■実施場所 銀座ガスホール

■収容人数 326名

■来場者 320名

■実施内容 escala読者及び協賛企業の登録者を対象に試写状を配布。

来場者に向けて試写会の実施。

■配布物 入場時 ：会社案内、アンケート、お仕事情報

退場時 ：ノベルティ（ネイルセット）

■実施目的 協賛企業のサービス認知、新規登録促進、既存登録者フォロー等



■タイトル escala街頭サンプリング

■実施日程 2006年3月17日（金）

■主催 株式会社 毎日コミュニケーションズ

■配布数 全エリア合計30,000セット

■実施エリア 都内6ポイント（予定）

午前の部／11：30～14:30 ①大手町 ②青山一丁目 ③表参道

午後の部／17：00～20:00 ①銀座 ②渋谷 ③新宿

■実施内容 escala袋入りサンプルセットを20代～30代のOLに対して配布。

■ターゲット 20代女性 ※「欲しい」と要望された場合、対象外（男性など）にも配布します。

■配布内容物 専用手提袋、エスカーラ本誌、オフィスキャンペーン案内状、各社様サンプル

escala 街頭サンプリング

大手町大手町 銀座銀座

表参道表参道 渋谷渋谷

青山一丁目青山一丁目

新宿新宿

＜協賛＞

■テンプスタッフ株式会社

■株式会社ＤＨＣ

■株式会社ソシエ・ワールド

■株式会社スプラッシュ

■明治製菓株式会社

■伊藤忠商事株式会社



■タイトル escala×IKSPIARI新生活応援サンプリング

■概要 「イクスピアリ」の「セレブレーションプラザ」にて

先着2500名様にescalaバッグを配布

■開催日程 2008年4月12日（土）、13日（日）の2日間

各日とも配布時間は11：30～14:00（各回なくなり次第終了）

■実施場所 イクスピアリ（舞浜）内イベントスペース 2Fセレブレーションプラザ

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

株式会社イクスピアリ

■特別協力 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、株式会社ドクターシーラボ、日清食品株式会社

ユニリーバ・ジャパン株式会社、常盤薬品工業株式会社（会社名順不同）

■個数 5000名

escala×IKSPIARI新生活応援サンプリング



■タイトル escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント

■概要 「新宿ミロード」の「モザイクステージ」にて

先着5000名様にescalaバッグを配布

■開催日程 2009年12月12日（土）

配布時間：11:30～15:30（なくなり次第終了）

■実施場所 小田急新宿ミロード

モザイクステージ（新宿西口南口連絡通路上。野外スペース）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

新宿ミロード

■特別協力 クラシエホームプロダクツ株式会社、ハウス食品株式会社、大塚製薬株式会社、ハインツ日本株式会社、

株式会社ブルボン

■個数 5,000名

escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント2009



■タイトル escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント

■概要 「新宿ミロード」の「モザイクステージ」にて先着5000名様にescalaバッグを配布

■開催日程 2008年12月13日(土）の1日間

各日とも配布時間は午前の部／11:30～15:30（各回なくなり次第終了）

■実施場所 小田急新宿ミロード

モザイクステージ（新宿西口南口連絡通路上。野外スペース）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

新宿ミロード

■特別協力 パルファム ジバンシイ株式会社、キャドバリージャパン株式会社、株式会社DHC

森永製菓株式会社、株式会社サンギ

■個数 5,000名

escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント2008



■タイトル escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント

■概要 「新宿ミロード」の「モザイクステージ」にて

先着2500名様にescalaバッグを配布

■開催日程 2007年12月14日（金）、15日(土）の2日間

各日とも配布時間は午前の部=11:30～13:30 午後の部=17:00～18:30（各回なくなり次第終了）

■実施場所 小田急新宿ミロード

モザイクステージ（新宿西口南口連絡通路上。野外スペース）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

新宿ミロード

■特別協力 ジョンソンエンドジョンソン株式会社、日清ファルマ株式会社、カンロ株式会社、エーザイ株式会社

ハウス食品株式会社、クラシエホームプロダクツ、ドクターシーラボ株式会社、ガールズアンドボーイ

■個数 5,000名

escala×新宿ミロード クリスマスプレゼント2007



■タイトル ――――少し早めの夏休み、エスカーラ編集部と一緒に、

初夏の北海道旅行でリフレッシュしませんか？――――

■概要

■開催日程 2008年6月28日（土） 18：00～

■実施場所 ホテル ノボテル札幌

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■特別協力 ANAセールス株式会社

■参加費 無料（旅費別途）

■定員 10名

escala×ANAディナーパーティー in 北海道



■タイトル 賢く貯める・運用する！母娘で考える女性のライフマネー

■目的 お母さんと一緒に、ゆったりとお茶を飲みながら、

今までの人生でかかってきた「お金」を見直し、これからのマネーライフを考えます。

■概要 第1部 親子でトライ！エンジェル係数算出ワークショップ

第2部-1 これからの人生、どれだけお金がかかる？

第2部-2 結婚式だけじゃない！こんなにかかる「付帯費用」

■開催日程 2006年6月17日（土）

■実施場所 八芳園

■主催 りそな銀行 ぐるなびwedding

■特別協力 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■参加費 無料

■定員 50組100名

escala りそな銀行「母娘で考えるライフマネー」イベント風景



escala party vol.1

■タイトル escala party vol.1――暑い夏が終わり、秋の気配を感じはじめる9月26日金曜日

渋谷のカフェSpuma（スプーマ）でアコースティックライブを開催！

■概容 1部 mueさん

2部 Hanaboyさん

■開催日程 2008年 9月 26日（金） 19：30～（受付開始19：00）

■実施場所 渋谷 Spuma

■料金 1,500円（税込） 別途フード・ドリンク

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 My Space・Spuma・クラウンレコード

■参加費 無料

■定員 70名

☆Hanaboyさん☆

☆mueさん☆



escala party vol.2

■タイトル escala party vol.2――2008年 11月 21日（金）

渋谷のカフェSpuma（スプーマ）でアコースティックライブを開催！

■概容 1部 KOKIAさん

2部 石井里佳さん

■開催日程 2008年11月21日（金） 19：30～（受付開始19：00）

■実施場所 渋谷 Spuma

■料金 1,500円（税込） 別途フード・ドリンク

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 My Space・Spuma・クラウンレコード

■参加費 無料

■定員 70名

☆ KOKIAさん ☆

☆ 石井里佳さん ☆



escala party vol.6

■タイトル escala party vol.6――2009年 6月 26日（金）

渋谷のカフェSpuma（スプーマ）でアコースティックライブを開催！

■概容 1部 阿部 芙蓉美

2部 植村 花菜

■開催日程 2009年 1月 23日（金） 19：30～（受付開始19：00）

■実施場所 渋谷 Spuma

■料金 1,500円（税込） 別途フード・ドリンク

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 ハインツ日本株式会社

■協力 My Space・Spuma

■参加費 ミュージックチャージ1500円（飲食代別）

■定員 70名



escala Special Live「美元智衣@Spuma」

■タイトル escala Special Live「美元智衣@Spuma」――2009年2 月 26日（木）

渋谷のカフェSpuma（スプーマ）でアコースティックライブを開催！

■概容 美元智衣さん

■開催日程 2009年2月26日（木） 19：30～（受付開始19：00）

■実施場所 渋谷 Spuma

■料金 1,500円（税込） 別途フード・ドリンク

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 My Space・Spuma・株式会社ドクターシーラボ

■参加費 無料(ドクターシーラボよりお土産あり)

■定員 70名

☆ 美元智衣さん ☆



■タイトル ――心にしみ込むメッセージ。美しいピアノの旋律。

働きウーマンに贈るエールソングを、東京の夜景に重ねて。

■概要 「再出発」

1.再出発 2.サヨナラ 3.MOTHER 4.君がお嫁に行っても We‘re friends 5.夕空 6.青い明日へ

■開催日程 2008年 5月 23日（金） 19：30～20：30（受付開始19：00）

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■参加費 無料

■定員 100名

『escala Special Live』 美元智衣（mimoto chii）Acoustic Live



escala party vol.4

■タイトル escala party vol.4――2009年 3月 19日（木）

渋谷のカフェSpuma（スプーマ）でアコースティックライブを開催！

■概容 1部 諫山実生さん

2部 石野田奈津代さん

■開催日程 2009年3月19日（木） 19：30～（受付開始19：00）

■実施場所 渋谷 Spuma

■料金 1,500円（税込） 別途フード・ドリンク

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 My Space・Spuma

■参加費 無料

■定員 70名

☆石野田奈津代さん☆☆諫山実生さん☆



escala 大和証券 「今はじめておくべき資産形成術」

１部 講師：北野 琴奈

ファイナンシャルプランナー

資産運用アドバイザーとして

活躍。

２部 講師：高柳 絢子

青山学院大学を卒業後、２００３年に

大和證券入社。

現在は、オンライントレードプロモーショ

ンを行う部署に所属。

■タイトル Finanncial Training 実践編

今はじめておくべき資産形成術

■概容 【基調講演】働きウーマンのためのマネーマネジメント～私が投資を始めたとき～

【トークセッション】みんなはどうしてる？働きウーマンの資産運用

～オンライントレードで始めてみよう～

■開催日程 2008年9月20日（土）13：00～15：00（受付12：30）

■実施場所 大和証券新本店ビル グラントウキョウノースタワー18Ｆ（大和コンファレンンスホール）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 大和証券株式会社

■参加費 無料

■定員 200名



escala café academy 早わかり！印象派「女子力を学ぶ ルノワール展の楽しみ方」

■タイトル 早わかり！印象派「女子力を学ぶ ルノワール展の楽しみ方」

■内容 1部 アートテラーによる、「幸福の画家 ルノワール」についての解説

2部 『ルノワール展 ～伝統と革新～』の紹介

■実施目的 ルノワール展への誘導および来場時の物品購入促進

■開催日程 2010年3月7日（土）13:30～15:45  (受付開始 13:00)
■開催場所 毎日コミュニケーションズ本社９F マイナビルームＬ

■主催 株式会社アートよみうり

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■定員 80名

参加者にはもれなく、

『ルノワール展-伝統と革新』の入場

チケットやチョコレートなどを

プレゼント♪



escala 日常の中で癒しの時間を育てるいけばなセミナー ＆ 大和撫子いけばな写真展

■タイトル 日常の中で癒しの時間を育てるいけばなセミナー

■概要 第1部：「ONもOFFも自分らしく楽しみたい！ ストレスフリーな毎日を過ごすコツ」

第2部：「華道家元 池坊 指名華道講師によるいけばなレッスン 」

※第2部の体験レッスンで参加者がいけた作品を、プロのカメラマンが撮影。

■目的 いけばなへの興味喚起および入校促進

■開催日程 2010年2月27日（土） 13:00～17:30（受付12:30）

■実施場所 池坊お茶の水学院

■主催 池坊お茶の水学院

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集部

■参加費 1500円

■定員 40名

第２部いけばな講師： 森 由香

profile

華道家元 池坊 指名華道講師

セミナー

展示会
■タイトル 大和撫子いけばな写真展

■開催期間 2010年3月11日（木）～24日（水）

■開催場所 銀座ギャラリー

（銀座駅地下通路ギャラリー ）



■タイトル 好きなことを仕事にすると、もっと人生が輝く！

「食・健康」をプロデュースする仕事 Produced by学校法人食糧学院

■内容 第１部 トークセッション「専門性を追求することで人生を切り拓く」

第２部 ワークショップ ＆ 就職説明会

「食糧学院ビレッジ」

★フルーツの飾り切り体験 ★アメ細工体験 ★ブーケ作り体験 ★味覚実験

■実施目的 食糧学院への入校促進

■開催日程 2009年11月8日（土）13：30～15：40  (受付開始 13:00)
■開催場所 東京ホテルビジネス専門学校

JR 池袋駅 メトロポリタン口より徒歩5分、西武池袋線 池袋駅南口より徒歩1分、各線 池袋駅東口より徒歩8分

■主催 学校法人 食糧学院

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 escala・COBS編集部

■定員 80名

escala 「食・健康」をプロデュースする仕事 Produced by学校法人食糧学院
第2
回

★escala×COBS合同開催



■タイトル 食のある風景をデザインする Produced by学校法人食糧学院

～フードアナリスト《あおい有紀さん》のトークセッションと

マクロビオテック炊き込みご飯のワークセッション～

■内容 第１部 トークセッション「職のある風景をデザインする」

ワークセッション「マクロビオテックご飯（五穀米）を作る」

第２部 「食のある風景をデザインする仕事」

第３部 分科会＜東京栄養食糧専門学校・東京調理師専門学校・東京ホテルビジネス専門学校＞の学校紹介

■実施目的 食糧学院への入校促進

■開催日程 2009年6月6日（土）11：00～15：00  (受付開始 10:40)
■開催場所 東京調理師専門学校

JR 新宿駅 西口より徒歩5分

西武新宿線 新宿駅より徒歩3分

都営大江戸線・新宿西口駅より徒歩2分

■主催 学校法人 食糧学院

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 escala編集部

■定員 100名

食のある風景をデザインする Produced by学校法人食糧学院

講師 あおい有紀

フードアナリスト/フリーアナウンサー



■タイトル 女性の“シゴト”を考える1日

～escala caféがお贈りする４つのセミナー in パソナグループ『職博』～

■開催日程 2008年9月20日（土） 10:30～17:30（※入退場自由）

■実施場所 パソナ東京本社

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■参加費 無料（お土産付き）

■定員 350名

escala パソナグループ 『女性の“シゴト”を考える1日』



escala 好きなことを極めると、ワタシがもっと輝く

■タイトル escala café Special Event 好きなことを極めると、ワタシがもっと輝く

■概要 第1部：トークセッション 「美を学ぶ、美を仕事にする」

第2部：「エンターテイメントを支える、バックステージのプロの技」

※個別面談あり

■目的 １０月に行われるK’ｓプロスクール説明会への誘導および入校促進

■開催日程 2009年9月26日（土） 13:00～15:00（受付12:40）

■実施場所 マイナビルームＡ

■主催 K'sプロスクール

株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■参加費 無料

■定員 80名

完成！

1部ゲスト： 大塚 祐吉（オオツカユキ）

profile

監督

作品に、『Girl‘s Life』、『FREEDOM』など多数。



■タイトル 自分を大切にする！ワーク･ライフバランスを保って働く秘訣

■概要 【基調講演】自分を大切にする！ワーク･ライフバランスを保って働く秘訣

【トークセッション】ハッピーキャリアを選択した人たち（事例紹介）

■開催日程 2009年3月14日（土） 13:30～15:30（受付13:00）

■実施場所 パソナ東京本社

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 ANAビジネスクリエイト株式会社

■参加費 無料

■定員 50名

escala 自分を大切にする！ワーク･ライフバランスを保って働く秘訣

1部 講師：藤井 佐和子

profile

株式会社キャリエーラ代表。

キャリアアドバイザーとして、これまで

カウンセリングした女性はのべ1万人

以上。



escala オムロンパーソネル 「～働く女性は美しい～」

■タイトル 上質マナーセミナー

■開催日程 2008年9月6日（土）14：00～15：30（受付13：30）

■タイトル パーソナリカラー診断セミナー

■開催日程 2008年9月13日（土）14:00～15:30（受付13:30）

■タイトル 和の心を取り入れたエコライフセミナー

■開催日程 2008年9月20日（土）14:00～15:30（受付13:30）

■タイトル ワンランク上のメイクアップセミナー

■開催日程 2008年9月27日（土）14：00～15：30（受付13：30）

■実施場所 オムロン パーソネル株式会社 東京支店

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 オムロン パーソネル株式会社

■参加費 無料

■定員 各回40名

●9月6日（土）上質マナーセミナー講師：矢部 恵子

国際ホテル科卒業後、スイス・ジュネーブの企業に就職

2005年、フィニッシングスクール「Tiara Factory Beauty Studio」を設立

翌年より銀座に教室を構える。

●9月13日（土）パーソナルカラー診断セミナー講師：作間 愛沙

外資系企業に就職後、商社で化粧品関連事業立ち上げに携り欧米地域を担当。

退職後、個人向けのパーソナルカラーのサロンをオープン。

ＡＦＴ色彩能力検定1級、カラーコーディネーター等数多くの資格を取得

●9月20日（土）和の心を取り入れたエコライフセミナー講師：山田 悦子

テキスタイルデザイナー、テーブルコーディネーターを経て、「京都和文化研究所む

す美」のアートディレクターを務める。

“風呂敷”の魅力を多くの人に伝えるため、様々な講習会を開催。

●9月27日（土）ワンランク上のメイクアップセミナー講師：福田 麻実

一部上場企業での秘書、銀座三越店での美容部員を経て、2005年に「ひよっこメ

イクドットコム」を立ち上げ起業。個人向けオンラインで学べるメイク講座やレッス

ン、企業向けのメイクの指導や講演等で活躍中。

profile



■タイトル 理想から実現へ～ 日本コンベンションサービスで実現する

働きウーマンのキャリア＆ライフスタイル inメリディアン

■目的 いまの自分が本当に望むこと、自分自身の潜在的な意識、

仕事に対する本当の満足度を、知る為のイベントです。

■概要 第1部 色で変わる！わかる！働く女性のためのカラーセミナー

第2部 ハッピーキャリア トークセッション ～自分らしい働き方の選択肢～

■開催日程 2006年3月11日（日）

■実施場所 ホテルグランパシフィックメリディアン

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 日本コンベンションサービス株式会社

■特別協力 京浜急行電鉄㈱、ホテル グランパシフィックメリディアン

■参加費 無料（お土産付き）

■定員 100名

escala 日本コンベンションサービス「働きウーマンの為のカラーセミナー＆キャリアトークセッション」

１部 講師：木下 代理子

カラーセラピー研究所 所長

日本色彩学会正会員

日本臨床心理学会正会員

２部 講師：藤井 佐和子

ウーマンズキャリアプロモーション事務局 主宰

キャリアカウンセラー



escala 日本プロトコールマナーズ協会 幸運を引き寄せるワンランク上のマナー講座

■タイトル 幸運を引き寄せるワンランク上のマナー講座

■概容 「心のあり方」・・・世界標準のエレガンスとは？ プロトコールのエチケットについて

「一流ホテルでのマナー」・・・ファッションと振る舞い。大切に扱われる方法とは？

■開催日程 2008年 4月 25日（金） 19：30～21：00（受付開始19：00）

■実施場所 ベルサール九段 3Ｆ 東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル 3F

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 日本プロトコール＆マナーズ協会

■参加費 無料

■定員 150名

講師：上月マリア 講師

profile

ノブレス・オブリージュ指導家、プロトコー

ル＆マナーズアカデミー校長、日本プロト

コール＆マナーズ協会理事長。日本古来

の帝王学からヨーロッパの伝統的なプロ

トコールまでを継承する紳士淑女教育の

第一人者として国際的に活躍中。平成

15年、日本文化振興会「社会文化功労

賞」受賞。平成18年、ローマ法王ベネ

ディクト16世聖下より福音書簡を拝受。



escala マイコミ派遣 女性のためのストレスケア＋キャリアセミナー

■タイトル シゴトも恋もうまくいく！ 女性のためのストレスケア＋キャリアセミナー

■概容 第1部『女性のメンタルヘルスとストレスケア』

第2部『女性のキャリア形成に関するトークセッション』

■開催日程 2006年10月28日（土） 14：00～16：00 【受付開始 13：30】

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 株式会社毎日コミュニケーションズ 人材派遣事業部

■参加費 無料

■定員 100名

講師：おおたわ史絵 講師

（内科医・執筆家）

profile

東京の下町出身。東京女子医科

大学卒業。

内科医として様々な人との出会い

や、臨床経験をもとに、1996年9

月“週刊朝日”の「デキゴトロジー」

でメディアでの活動を開始。



escala デジタルハリウッド 「カラーデザインセミナー」

■タイトル 色からデザインヘ。色々わかる「カラーデザインセミナー」

■概容 カラーとデザインの関係・知識、センスの磨き方、デザイナーの仕事、生活スタイル、

デザイナーになるためのノウハウ。

■開催日程 2008年3月15日（土）13：30～15：30（受付13：10）

■実施場所 デジタルハリウッド東京本校（JR/御茶ノ水駅駅）

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 デジタルハリウッド株式会社

■参加費 無料

■定員 30名

講師：秋元未奈子 講師

profile

デジタルハリウッドのほか、美容・メイク・

フラワーなどさまざまな専門学校・スクー

ルにて色彩・デザイン教育を行なう傍ら、

企業イベント・セミナーでの講演や各種

業界にてカラーコンサルティングを手がけ

る。



■タイトル 愛もシゴトも手に入れたい！ そんなあなたの「ビジネス花咲講座 基本のキ」

■概要 ビジネス花咲講座 基本のキ【 講師：大野正子さん】

（1）なぜ“3年目”で迷うのか

（2）そもそもなぜ「27歳」で迷うのか

（3）“ビジネス脳”とは

■開催日程 2007年4月21日（土） 13：30～15：30 【開場13:00】

■実施場所 丸の内オアゾ・日経セミナールーム

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 株式会社日本経済新聞社

■参加費 無料

■定員 100名

escala 日本経済新聞社 「ビジネス花咲講座 基本のキ」

講師：大野正子

profile

2000年、大手広告代理店に就職。某大

手クライアントの担当営業のかたわら

「キャリア設計仕事塾」を主宰。自身が提

唱する「ビジネス脳」を通じたキャリア設

計について大学での講演、セミナー活動

など多方面で活躍中。



■タイトル 愛され美人のマナー術

～マナー美人は愛される人間。幸せになるマナー実践講座～

■実施日程 2006年5月27日(土） 14:00～16:45

■協賛 株式会社ＤＨＣ

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■実施内容 参加者に「幸せになるためのマナー」を身につけるワークショップを開催

第1部 幸運体質は表情美人

第2部 簡単シンプル！ＨＩＲＯＫＯ流愛されメイク術

■講師 西出博子(With Ltd.英国本社秘書兼日本支社代表）

■参加費 無料

■定員 80名

escala   DHC 「愛され美人のマナー術」

講師：西出博子／WitH Ltd.代表

profile

企業・商工会議所、法人会、病院、大学

などを中心に、独自のマナーコミュニケー

ションをベースにした新入社員研修、リー

ダーシップ研修、管理職研修、接客営業

研修、プレゼンテーション研修、モチベー

ションアップ・就職面接研修などを行い、

「キャリアメンター」として活躍中。他に類

を見ない研修として高い評価を得ている。



■タイトル 女性のためのキャリアセミナー

～20代のうちにいっぱい成長したいあなたへ～

■実施日程 2006年2月25日(土） 13:30～15:45

■協賛 テンプスタッフクロス株式会社（旧：富士ゼロックスキャリアネット）

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■実施内容 第1部 トークセッション「岸紅子 私の20代」

第2部 ワークセミナー「後悔しない20代のキャリアの考え方」

特別協賛：富士ゼロックスキャリアネット

■参加費 無料

■定員 100名

escala   テンプスタッフクロス ～女性の為のキャリアセミナー

講師：岸 紅子さんプロフィール

profile

美容アナリスト／株式会社コロン

代表取締役／ビエナライフスタイ

ル研究所代表



escala   ヒューマンアカデミー カラーセラピーイベント風景

■タイトル カラーセラピー

「色の魔法」～あなたのココロは何色？～

■実施日程 2006年2月25日(土） 13:30～15:45

■協賛 ヒューマンアカデミー株式会社

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■実施内容 第1部 「今の自分の色を見つけよう」

第2部 「色の魔法～心身への作用～」「色と音の関係」

■参加費 1500円

■定員 70名



■タイトル escalaオリジナルフラワーアレンジレッスン

■ 概要 1『春のフラワーを使ったボックスアレンジメント講座』

2『ラッピングをマスターしよう！』

3『ヒビヤフラワーアカデミー 講座の紹介』

■開催日程 2007年3月19日（月）、21日（水・祝）、22日（木）、29日（木）

■実施場所 ヒビヤフラワーアカデミー 東京校、横浜校

■主催 株式会社毎日コミュニケーションズ 社会人情報事業部 エスカーラ編集課

■協賛 株式会社ヒビヤフラワーアカデミー

■参加費 花材費（レッスン料）1,000円

■定員 25名×4

escala ヒビヤフラワーアカデミー 「escalaオリジナルフラワーアレンジレッスン 」



■タイトル 凛としたもう一人の私をゆかたで発見、基本の着付けと今年流アレンジ方法

■日 時 2006年7月22日(土） 13:00開場 13:30開演

■実施場所 毎日新聞社（竹橋駅直通 9Fマイコミルーム）

■内 容 着付けとゆかたに合う名句レッスン指導実施。

参加者は浴衣を持参するか、新作浴衣を購入（300０円）。

お茶菓子・ドリンクサービス有。

終了後に、エスカーラプレゼントBAGを配布。

■参加者 79名（定員60名）

escala ハクビ京都きもの学院 ～凛としたもう一人の私をゆかたで発見、基本の着付けと今年流アレンジ方法～



escala ＪＲＡ「サプライズ！！競馬教室」

■タイトル サプライズ！！競馬教室

■実施日程 2004年10月16日(土）

■実施時間 競馬教室＋アロマ講座 11:00～18:00

■参加費 1,000円

■定員 30名×6回



escala キアラ東京 夏の終わりの肌ケアセミナー

■タイトル 「夏の終わりの肌ケアセミナー」

■協力 キアラ東京

■日時 2005年8月31日（火） 19:15～20:30 開場18:45

■会場 渋谷キアラ東京 サロン内

■参加費 3000円

■定員 40名



escala 千趣会「プチ･ベルメゾン」モニター＆撮影風景

■タイトル ファッションに関するモニ

ター

■実施日 2004年9月30日(木）

■実施時間 19:00～2H

■参加人数 5名

■タイトル ファッションに関するモニ

ター

■実施日 2005年2月下旬

■実施時間 19:00～2H

■参加人数 6名

ファッションモニターver.1

ファッションモニターver.2

■タイトル プチバカンスに関するモニ

ター

■実施日 2004年12月6日(月）

■実施時間 19:00～2H

■参加人数 6名

プチバカンスモニター

■タイトル 靴に関する開発モニター

■実施日 2004年12月中旬～

■実施時間 19:00～2H

■参加人数 5名

靴プロジェクト


