
「健康」と「
美」の

  最新情報
を発信!!

家族みんな
で健康に！

セルフメデ
ィケーショ

ンを考えよ
う

K

スペシャルゲスト トークショー&イベント

7日 7日 7日

8日

スペシャルゲスト トークショー&イベント 来場者アンケートに答えると

医薬品・化粧品・日用雑貨・食料品・
ベビー用品、介護用品の
無料サンプルもあり！

が当たる！
が出展
250社260社
が出展

7月7日 アイテムえひめ8日・日時 土 日 会場

10：00～17：00 （最終日は16：00まで） 大展示場・小展示場・FAZプラザ・３階多目的ルーム
〒791-8057 松山市大可賀2-1-28

入場
無料

クロスフィットトレーナー 星の岡心臓・血管クリニック 院長 元バレーボール日本代表・バレーボール解説者

アサヒ介護向け商品アンバサダー

AYAさん 大谷敬之さん 大山加奈さん

中村雅俊さん

12：00～ 14：15～ 15：15～

11：30～

着ぐるみによるステージ
その他家族で楽しめる
イベントが盛りだくさん！着ぐるみ 　 集合!!大

キャラクターあのキャラも
やってくる！ トートバッグ

プレゼント!!

5,000名様に
両日、先着

えひめ 2018えひめ2018

■主催/
■共催/南海放送、一般社団法人 日本保険薬局協会 ■後援/愛媛県、松山市、愛媛県薬事振興会、（公財）愛媛県スポーツ協会、（公財）松山市体育協会、全国健康保険協会愛媛支部　

■お問い合わせ ☎089-915-2380 健康フェスタinえひめ2018事務局（南海放送内・平日10：00～17：00）
※オリジナルトートバッグに関しましては、両日ともなくなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承下さい。

URL http://kenko-festa.com 健康フェスタinえひめ2018

駐車
場
無料

イオン
松山店



K

アイテムえひめ
３階多目的ルーム

健 康 セ ミ ナ ー

イベント期間中は献血バスが来ます。献血の御協力をお願い致します。

「健康」と「美」の「健康」と「美」の

健康フェスタinえひめ2018事務局 ☎089-915-2380
健康フェスタinえひめ2018ホームページ http://kenko-festa.com

（南海放送内・平日10:00～17：00）教室・セミナー各種
お申し込み先

10：00～12：00■検診時間
2０名定員

先着

も実施によるピンクリボンえひめ
（土）
7/7 乳がんマンモグラフィ検診

■対象/ 愛媛県に住所登録がある40歳以上の女性の方…20名

８0名 （日）
7/8血管年齢測定検査

（受付時間10：00～11：30）

①10：00～12：00
②13：00～15：00

午前 40名
午後 40名（　　　）

■受付時間場所/小展示場
ブース内

（公財）愛媛県総合保健協会 （ピンクリボンえひめ協議会事務局）

乳がん検診・血管年齢測定検査

私たちの体を作る
タンパク質とクスリ

15：30～16：30
定員50名 ※事前受付・抽選

（土）
7/7

14：15～14：45

３階多目的ルームA ※事前受付・抽選
※化粧教室のお申し込みは、お一人様1教室となります。

コーセー

雪肌精・エスプリーク など

11:00～12:307日

７日 ８日

24定員 名
13:30～15:007日

30定員 名
11:00～12:308日

30定員 名 30定員 名
13:30～15:008日

クロスフィットトレーナー

大展示場 メインステージ
12：00～13：00

７日(土）
15：00～15：30

星の岡心臓・血管クリニック 院長 元バレーボール日本代表・バレーボール解説者

大展示場 メインステージ
14：15～14：45 12：00～13：00

大展示場 メインステージ
15：15～15：45

８日(日）
15：00～15：30

アサヒ介護向け商品アンバサダー

大展示場 メインステージ
11：30～12：30

花王ソフィーナ カネボウ 資生堂

■事前申込先
（公財）愛媛県総合保健協会 （平日9：00～17：00）

フリーダイヤル0120-636-489

ステージイベント
              セミナー
ステージイベント
              セミナー
ステージイベント
              セミナー&

着ぐるみ大集合! &
お楽しみ抽選会

7日 8日16：00～ 15：00～

❶

❷

❸

❹ 豪華賞品

トートバック

1品10%OFFクーポン

最新家電製品等を抽選でプレゼント！

来場者全員にくすりのレデイ・メディコ21で利用できる

来場者アンケートに答えて、さらに
豪華賞品

両日、先着5,000名様に
トートバッグをプレゼント！

がもらえる！！1品10%OFFクーポン1品10%OFFクーポン

豪華賞品を当てよう！！

お楽しみ抽選会♪くすりのレデイ、メディコ21各店で利用できる
商品券、他豪華賞品が当たる抽選会を実施！お楽しみ抽選会♪お楽しみ抽選会♪

トートバッグ

ご来場特典
＊各回定員制。当日参加となります。＊各回の開始30分前より、小展示場内にて参加券抽選を行います。
＊各体験ごとに人数制限がございますので、ご了承下さい。

キッズ体験コーナー！！キッズ体験コーナー！！キッズ体験コーナー！！

場所/FAZプラザ

小展示場

野元 裕 教授

松山大学 薬学部 学部長

３階多目的ルームA

３階多目的ルームB ※各回定員制、当日参加。大展示場前「総合案内所」で整理券を配布しています。「健康」と「美」に関する様々なセミナーも開催！

自分で作ってみＹＯＵ！世界で一つのオリジナル○○○作り体験

薬局にはたくさんのクスリが並んでいます。
これらのクスリの多くはタンパク質に作用
するものです。タンパク質の働きは多様で
す。タンパク質の世界を見てみましょう。

えひめ2018えひめ2018えひめ2018

AYAさん
トークショー

大谷敬之さん
トークショー

大山加奈さん
トークショー

中村雅俊さん
トークショー

事前にお申し込みをいただいた方へハガキをお送りします。
当日はそのハガキと一緒に保険証、免許証等の身分を証明で
きるものを持参してください。

夏も快適スキンケア＆
ひんやりベースメイク体感

ＨＡＫＵの最先端美容液体験と
カバーテクニック

冷やし雪肌精で透明美肌づくりと、
夏に崩れにくいベースメイクの
コツをご紹介します♪

お手入れを土台から変える！
美活体験セミナー
お肌の力を底上げする
新しいスキンケア習慣を
体験してみませんか？

メイクの「困った！」お助けします。
神技マスター体験講座

パーツごとにためになる神技裏技を
マスターしに来てください。

きっとメイクが大好きになります！
思い出ジミを消して、
前向きに私らしく笑おう！

使用予定商品
ボーテ・iP（土台美容液） など

使用予定商品
コフレドール・ミラノコレクション など

使用予定商品
ＨＡＫＵ美容液・マキアージュ など

使用予定商品

乳がん検診は事前申し込みが必要です

７日(土） ７日(土）

ユニリーバ、イーグル整骨院、森永乳業、小林製薬アクト、キリンビバレッジ、愛媛県 健康増進課、アサヒ飲料

カゴメ
手作りケチャップ体験
キユーピー
マヨネーズ手作り体験

ヤマザキ
親子で作るレデイちゃんランチパック教室

15：30～

15：45～

12：30～

13：55～

10：45～

親子参加・小学生以上
20組(40名)

親子参加・小学生以上
10組(20名)
親子参加
30組(60名)

親子参加
20組(40名)

親子参加・小学生以下
15組(30名)

小学生対象
(25名)

ハウス食品
オリジナルカレー粉を作ろう
サントリーフーズ
オリジナルフロートを作ろう

11：00～

12：20～

シャボン玉販売
オリジナル手作り石けん教室10：45～

小学生対象
(30名)

ハウス食品
オリジナルカレー粉を作ろう13：50～ 小学生対象

(30名)

小学生以下
(20名)

シャボン玉販売
オリジナル手作り石けん教室12：30～ 小学生以下

(20名)

江崎グリコ
デコポッキー作成体験！

手作り乾電池教室

12：55～

10：45～

7日（土）

14：20～ 3～12歳対象
(40名)

花王
泡でじょうずにひとりあらい♪

14：40～ 3～12歳対象
(40名)

花王
泡でじょうずにひとりあらい♪

8日（日）

カゴメ
手作りケチャップ体験
キユーピー
マヨネーズ手作り体験

親子参加・小学生以上
20組(40名)

親子参加・小学生以上
10組(20名)

シャボン玉販売
オリジナル手作り石けん教室13：30～ 小学生以下

(20名)

シャボン玉販売
オリジナル手作り石けん教室15：10～ 小学生以下

(20名)


