最新のインナー＆コスメで、いち早く春のキレイを手に入れる！

注目のインナーやコスメを実 際に体 験！
内から外からきれいになれる
話が盛りだくさん！
セミナーでは、セシールで人気のイ
ンナーやコスメに触れられるのもう

美しいボディラインと肌作りのための

れしいポイント。プロフェッショナル

インナー＆コスメセミナーでキレイを磨く
！

な講師の方々によるトークでは、流
行を交えたインナーの話や、コスメ

カタログ通販の「セシール」と本誌によるコラボディナー

の主成分である卵殻膜のパワーに

パーティーの第4弾。今回は、神戸のシンボル的グラン

ついて実体験も交えながら紹介。

メゾン「ラ メゾンドゥグラシアニ神戸北野」が舞台に。
セミナーは、美ボディ作りに役立つインナーの話からは

アパレルからインナーまでそろう
ファッションブランド

「イマージュ」

じまり、'16年の最新トレンドや、
「イマージュ」などセシ

エイジングケア成分として
話題の''卵殻膜''を配合

「アルマード ラ ディーナ」

ラクチンだけどきちんとボディメイク

コスメライン、アルマード ラ ディーナ

も叶う、無重力ワイヤーブラやイマ

には、卵 殻 膜 成 分を配 合。卵 の内

ールの人気商品を紹介。続いて、大ヒットコスメ「アル
マード ラ ディーナ」を試しながら、話題の美容成分''卵
殻膜''の説明や美肌になるためのヒントが聞ける。セミ
ナーの後は、美を意識したフレンチとワインのマリアー

ージュ自慢のモテブラを手に取り

側にある薄膜、卵殻膜が肌のハリ・

ながら、その機能性とファッション

弾力を左右するⅢ型コラーゲンの生

ジュをゆっくり堪能。さらに全員にうれしいお土産とプレ

性を体 感。最 新のブラジャーをそ

成をサポートしてくれる。ほかにも、最

ゼントが当たる抽選会もあるので乞うご期待！

の目で確かめてみて。

新科学が注目する自然素材を使った
新コスメブランド「imini」の紹介も。

参加 者全員にプレゼントも！

あこがれのグランメゾンで…スペシャルディナーコース

スキンローションを全員に贈呈！
さらに抽選大会でWチャンスも

白亜の洋館で優雅にいただく
ビューティーコースに舌鼓

セミナーとディナーを堪能した後は、

今回は、神戸・北野の異人館を利

お待ちかねのプレゼントタイム。
「ア

用した邸宅フレンチレストラン、ラ メ

ルマード ラ ディーナ」のスキンロー

ゾン ドゥ グラシアニ神戸北野で開

ションの本品をはじめとしたセシール

催。一流シェフが旬の最高の食材

の商 品が 全員にもらえるだけでな

を使って表 現する印 象 的なコース

く、参加者の多くに豪華アイテムが

を、非日常感あふれる空間で味わえ

当たる抽選会もあり。

る。イベント当日は、美へと導く特
別なコース料理を披露してくれる。

日時◎ 16年2月26日（金）午後6時半開場

午後7時開始（午後10時頃終了予定）

会場◎ラ メゾン ドゥ グラシアニ神戸北野
（兵庫県神戸市中央区北野町4-8-1 JR三ノ宮駅、阪急・阪神神戸三宮駅から徒歩15分）

参加費◎1名 5,400円（税込み） 募集人数◎15組30名

締切◎2月10日（水）

ドレスコード◎春色のアイテム（洋服・小物なんでもOK！）
応募方法◎SAVVY.jp のイベント応募コーナーよりご応募ください。
お申し込みは1組に付き1回に限らせていただきます。
イベントに関する問い合わせ☎06-6446-7717 京阪神エルマガジン社
主催◎株式会社ディノス・セシール 協力◎SAVVY
※厳正な抽選の上、当選者にはメールの送信と電話連絡をさせていただきます
（抽選に関する個別の問い合わせにはお答え致しかねます
のでご了承ください）
。 ※参加費のお支払いはイベント前の銀行振込となります。 ※お送りいただいた個人情報は、
今回の抽選及び、
メ
ールの送信のみに使用し、
そのほかの目的で使用することはありません。
また、
イベント終了後、京阪神エルマガジン社では個人データの保
有は致しません。
イベント当日の模様はSAVVY及びセシールの印刷物やHPへ掲載させて頂きますので、
ご了承の上、
お申し込み下さい。

※料理写真はイメージです

最新のインナー＆コスメのセミナーと特別なディナーで、
いち早く春のキレイを手に入れる一夜

内から外からキレイになれるパーティーを開催しました！
今年で4回目の開催となる、セシールとサヴィのコラボイベント。今回は神戸・
北野の旧グラシアニ邸にあるフレンチレストランを会場に、話題のインナーやコ
スメを見て触れながら学ぶ美容セミナーと、美食フルコースディナーの豪華二
本立て。もちろん、恒例のプレゼント抽選会も大盛況でした。

ボディーラインと肌の
曲がり角 に立ち向かう
食べてキレイになる!?
極上フレンチに舌鼓

講 師はセシ ールから
この二 人！

美容セミナーでは、年齢を重ねることで
のバストや肌の悩みをフィーチャー。そ
れぞれの気になるポイントにアプローチ
するブラジャーや、注目成分の卵殻膜や

LPSが配合されたコスメを手に取りなが
ら、皆さん真剣な表情でチェック。

話 題のコスメ＆イン ナーを
体 験しました
ラインくずれに！
楽して美バストが完成

右から、
コスメ紹介担当の
BW本部・泉 奈越子さん。
「免疫力のアップは今年の
美容トレンドになると思いま
す！」。セシールのファッショ
ンブランド、
イマージュのイン
ナーを紹介をしてくれた広
報の菅谷しのぶさん。
「フィ
ット感も抜群のブラジャー
で、
ぜひなりたいバストの形
を叶えて下さい」。

肌の悩みに！
二つの成分で強力にアプローチ
卵の薄 膜・卵 殻 膜
の成 分がⅢ型コラ
ーゲンの 生 成をサ
ポートし、ハリや弾
力をもたらす「アル
マード ラ ディーナ」
シリーズ。肌の免疫
力アップに期 待で
きるパントエア 菌
L P Sを配 合した乳
液タイプのオールイ
ンワン「imini」
も一
緒に使えば、向かう
ところ敵なし！

昨 年 のセミナーで
も大好評だった、
ワ
イヤー入りでノンワ
イヤーの着け心 地
を実 現 する「 無 重
力ワイヤーブラ」、
今 回はさらに大 人
特有の悩みに向け
た新シリーズ「 3 8
歳のブラ」もピック
アップ 。共 に 機 能
性とデ ザイン 性を
両 立しながら理 想
のバストの形を作り
出す。
イマージュ●
http://www.st-image.com

高校時代の親友と参加し、
なんと抽選会では共に卵殻
膜コスメが当たったラッキー
なお二人。

料理は、数々の名店で腕を磨いた金丸直樹シェフ
による、この日のためのフルコース。コラーゲンや
ヒアルロン酸などを使い、美容を意識して構成さ
れた全 7品を堪能しました。

写真左から時計まわりに、料理を丁寧に説明してくれる金
丸直樹シェフ。
メインは黒毛和牛とフォアグラのパイ包み焼
き。ひと口サイズのアミューズ3種。グリーンピースのヴルー
テには、美容に良い食材であるウナギのリエットを添えて。

アルマード ラ ディーナ●http://www.la-dina.com
imini●http://www.imini.jp

読 者の 皆さんも大 満 足！

トレンチコートなど
旬アイテムが多数登場
セミナーで紹介したインナーやコスメ
だけでなく、
イマージュの最新ファッシ
ョンアイテムなど総 額 5 万 円 相 当の
商品が10名に。皆さん自分の番号が
呼ばれるかとハラハラ＆ドキドキ。

お土産はバッグと
化粧品の現品を惜しみなく
バッグi nバッグにもなるイマージュの
「 配色ダブルバッグ」、卵殻膜成分配
合で美容液のようにリッチな「アルマー
ド ラ ディーナ スキンローション」、
カタ
ログの最新号が全員に贈られました。

全員へのお土産＋
豪華商品の抽選も！
おいしく学べるうえ、お土産ま
でもらえるこのパーティー。さ

セミナーが終わってからの食
事中も、皆さんはインナーと
「どのお皿もほど
コスメの話 題で盛り上がっ 美しく盛られた料理にご満悦の様子。
良いポーションで、品数豊富なのがうれしいです！」
ていました。

らに食後にはプレゼント抽選
会も行われ、賞品の内容が発
表される度に各テーブルから
感嘆の声が上がっていました。

