
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2018年2月10日号 〈36Ｐ〉 休日在宅医は26ページに掲載
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3月15日木
18:30～20:30（受付18:00～）

リマーユプラセラ
シリーズとは？

リバテープ製薬開発の、国
産サラブレッド由来の「馬
プラセンタ」と「馬セラミ
ド」を配合したエイジング
ケア化粧品シリーズ

【参加条件】
◎セミナーではメイクを落
としていただきます
◎ハイライトとアイシャド
ウ、鏡を持参ください
◎アンケート回答と、お試
しセットの使用感を後日電
話にて回答いただきます。
ご了承の上応募ください

イベント問合せ/熊本リビング新聞社 ☎096-359-3311

●応募方法 リビング熊本HPの美肌セミナーページから
　https://www.livikuma.com/bihada/
①代表者の〒住所②氏名③電話番号④メールアドレス
⑤参加者全員の氏名⑥年齢⑦肌の悩みを記入し応募下さい
※同伴者は最大２人まで（１組３人まで）
●応募締切／2月21日（水）24：00（深夜12時）まで
●抽選後、当選した代表者の方に２月27日までにメールでご連絡致します

企画主催：熊本リビング新聞社
特別協賛：リバテープ製薬株式会社（月～金９:30～18:30、土～12:00）

セミナー内容

※内容は一部変更になる場合があります

●アフター５メイク
　ハイライト＆アイシャドウ　
●正しい洗顔方法
●スキンケア化粧品の使い方

Happiness HP
https://make-happiness.jp

③かわいい！くまモンリバテープ

講師  國枝万紀さん
サロン「Happiness」を主宰
するプロのメイクアップアー
ティスト。スキンケアアドバイ
ザーなどを経て、現在さまざま
な講座で講師を務める

リバテープ製薬presents

※1）代表者の方に後日振込用紙を発送します（参加費は税込、振込手数料108円別途要）
※2）個人情報は当選時の連絡と参加者名簿の作成に使用します
※3）第1回リビング美肌スキンケアセミナーに参加した人は除きます

リマーユ プラセラ
シリーズが実際に
使用できます！

会場 県民交流館パレア
      10階 会議室７
住所／中央区手取本町8-9 テトリアくまもとビル

②リマーユ　シャンプー&
　トリートメントお試しセット

1人500円

美肌メイク＆スキンケアセミナー
第2回 リビング

　参加者から「もっと早く知りたかった」と好評だった
「美肌スキンケアセミナー」。美肌の基本となる正しい洗
顔法やスキンケアのコツが学べます。さらに、今回はメ
イク直しに使える「ハイライト＆アイシャドウ」のレッ
スンも。５分でお疲れ顔を吹き飛ばすスゴ技は必見！

前回好評のセミナーがパワーUP！
“５分で変身”ポイントメイクも伝授

①大人気商品を特別に1週間分　
　リマーユプラセラお試し
　セット （通常1080円分）

（※1）

スイーツ＆
ドリンク付き

豪華お土産も！

抽選で50人募集女性限定

応募フォームは
こちら

参加費

●希望者には「リマーユ プラセ
ラシリーズ」の特別販売会も！

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


