
No scissors can be called excellent if it lack
any one of the important factors.Pleaselisten 
to theharmony of highly balanced materials,
excellent function and elegant shape. Mizutani 
Scissors deservesto be called the high balanced 
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「LUFT DESIGN FORUM」開催！

2012.8.6（月）13：00

吹上ホール 9F 展望ホールにて

②講演『美容業界とトータルビューティー』　

当日抽選で決まった衣装に合わせたヘアメイクを競う実践型コンテストです。

ヘア・メイク・衣装のトータルバランスが勝敗のポイント。

今年も全国大会への出場権をかけた熱い戦いが幕を開ける！

ヘア担当・メイク担当・モデルの 3名でエントリー。

参加費用：15,000 円

出場者募集！

会場は外光が差し込むパーティーフロア風。

選手・観客・審査員が一体となって楽しめます。

FLASH  BACK  GBC  2010

<審査員>

■峰島　幸子(ミネシマサチコ)

　新美容出版㈱　しんびよう編集長　

■千葉　仁(チバヒトシ)　

　IB STUDIO 1
04代表　フォトグラファー 

■石田　祐司(イシダユウジ)

　㈱セントラルジャパン執行役員マネージメント部 部長

しんびよう編集長の峰島幸子氏によるファッションセミナー。

1919 年創刊の 「しんびよう」 ならではの視点で、 美容業界とトータル

ビューティーについて語っていただきます。

＜コスチューム協力＞

AGURI　SAGIM
ORI　/　Destino　

/　DRESS　CAM
P　/　ebe　

emanuel　ungaro　
/　bur　bur　/　GU

T´S　DYNAMITE　CABARETS

Miki　MIALY　/　PREMIUM　/　Stra　Raggio　
/　VICKY

①ＧＢＣグローバル・ビューティー・コングレス中部大会
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ギャラリー入場無料！
※要申し込み

GBC 中部大会の上位２チームは、11/21（月）シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルで行われる

全国大会への出場権が授与されます。皆様のご参加お待ちしております。

お申込み、お問い合わせは　担当セールス、または　㈱ルフト 052-332-2577 までお気軽にどうぞ。

③提案コーナー　

協賛業者様による提案ブース。

トータルビューティー提案に役立つアイテムや旬のアイテムを出品します。


