
（有）シナリーなぎさ

http://nagisa.sinary.com

『手浴』でポカポカ
かさついた手にうるおい
と、腕の疲れ、肩凝りにも
効果的。レモングラスの
天然バスエッセンスで癒
されませんか？
石油系界面活性剤と合
成化学物質を使わず植
物成分でつくった製品を

ご用意しております。『眉毛デザイン』500円～

03－3750－9146（相坂）

http://www.lotus-flower.shop/
080－4801－0808（小島）

プリザーブド フ ラワー、
ボトルクラフト、アーティ
フィシャル、アロマワック
スシャセ、ハーバ リウム
の販売。バラのワイヤリ
ングとテーピング体験。
お花に囲まれる生活、
心身共に美しくしてくれ
ます。

TOKYO Lotus Flower

金箔エステは生体電流を整え
本来の皮膚の美しさを取り戻
していき、美白血行促進・酸化
を防止します。さらに傷跡カサ
ツキに有効です。また内臓や筋
肉が弱るとリンパの滞りが発
生します。リンパ療法は剣を当
て滞りを良くします。今回は頭
部の凝りをほぐします。

大田区南雪谷2-1-10相澤ビル2階

080－3585－1139（こばあゆみ）

縁リンパハイパーナイフサロン

ma.connect123@gmail .com

050－5273－5840

防災を通じて、地域
の 皆さ ん をつなぐ
お手 伝いを して い
ます。災害時に一番
困ることは「トイレ」
で す。コ ンパク トで

置場所にも困らず、しっかり吸収する高性能を兼ね
備えた「女子から目線の携帯トイレ」の販売を行い
ます。また、手軽で美味しい防災食もご紹介させて
いただきます。

未来へつなぐ CONNECT

https://mylifefp.com/fp/tanahashi/

女性が自分らしく生きる
ためにお金を最良のパー
トナーに!を理念に活動し
ているキャリコンFPです。
「社会保険と税」無料相
談会を行います。お一人
様５０分間でご質問にお
答えいたします。
女性限定、事前予約制。

棚橋あきら女性のお金・仕事・離婚
まるごと相談室

akiratana7@gmail .com

090－2387－5781

NLPコーチング
100年ライフを楽しく生き
抜くには自分とのコミュニ
ケー シ ョン が大 変 重要で
す。アドラー心理学、NLPを
使ったコーチングで自分軸
発見、視点を広げ夢に向
かいませんか？

Shining eyes

h.yoneda@shiningeyes.biz

https://tsukito.jp

京都 に あ るゲス トハ
ウ ス ＆ カ フ ェ か ら 、
人気メニューをご提
供 し ま す。日常 を 忘
れ、タイムレスな‘ひと
とき’を‘味わって’み
ませんか？「整えよう。
みそ活365日」がコン

セプトのみそポタや女性や外国人に人気の茶ビー
ル、伏見のお酒をお試しください。

京町家サロン 月と

luna@tsukito.jp

http://www.instagram.com/atelierlecoeur0303

フランスオートクチュール
ビーズ刺繍ジュエリーを
自宅アトリエにてお教室
を開講しています！
ビーズアクセサリーの展
示販売。ブローチのワー
クショップ開催(\1000）
オートクチュール刺繍の
無料体験も！

Atelier Le Coeur
アトリエ ル クール

ymdatom@yahoo.co.jp

https://palettekawasaki.wixsite.com/handmade

心あたたまる物作りをテ
ーマに使い勝手の良い手
作り品の販売。
布 毛糸 粘土 ビーズ フィ
ー ジングガラスなどの素
材で作成。
キ ッ ズヘア ア ク セ サ リ ー
150円からデコ鉛筆200
円、他多数出品。

ハンドメイド パレット

palettekawasaki@gmail .com

at-yukai-mo10ko@ezweb.ne.jp

アトリエ ユカイ

●プリザーブドフラワー・
アーティフィシャルフラワ
ーギフト商品販売
●オーダーメイドご相談
●アレンジミニレッスン
体験(材料費のみ実費)

080－5051－3863（中村）

ATELIER 遊花囲

http://happyminato.blog.fc2.com/

☆開運グッズ販売☆運気
が上がるポストカード（ひと
言メッセージ付）。神社等
で使われる浄化力抜群の
国産精麻作品の販売とワ
ークショップ☆占いカウン
セリング☆ちょっと迷った
とき気軽に話せる雰囲気
を大切にしています。

開運サロン minatyz

minato8305@yahoo.co.jp

みなてぃーず

mm19191@mail .pola.co.jp

POLA THE BEAUTY 蒲田店

①肌カメラでお肌の元気
度チェック！気になるうるお
い・透明感・ハリの状態が
わかります。②指先からひ
じまでのハンドトリートメン
トです。手アレの気になるこ
の季節、専用クリームでしっ
とりとした仕上がりです。
無料ブースですのでお気軽
にお越しください。 

03－3732－5959

東京都大田区西蒲田7-50-2西蒲田ロイヤルハイツ1階

https://minne.com/asianknot

風水など多く取り入れる文
化の中でうまれた中国結
は縁起の良い言われの結
びばかり！西洋と東洋の出
逢う上海にて学んだ結びを
活かしておしゃれに楽しん
でいただけるhappy itemを
展開しています。あなたの
「お気に入り」を見つけてい
ただけると嬉しいです

Asianknot Studio

mugimugi_76@yahoo.co.jp

090－4957－6243

http://www.kei21.com/

婦人服オーダーの他、古い着
物や帯でバック、ドレスなどを
現代的にリメイクして、日常的
に使えるようにしています。
つるし雛、和小物の教室も開
催しています。

kei.1430025@gmail .com

圭音 (kei)

http://enjoy-naruko.com

yuki@enjoy-naruko.com

一般社団法人 エンジョイ鳴子

日本にある１０種類の泉質
のうち８種類が集まって
いる鳴子温泉郷は、温泉
とこけしのまちです。鳴子
こけしと源泉で茹で上げた
温泉たまごや昔ながらの
手作りのふきの佃煮など、
愛され続けるいっぴんを
この機会にぜひ。

http://kurugura.com/

急な眩しさ、メガネをして
いてもサングラスが必要に
感じた時、「あったらいい
なぁ～」をカタチにしまし
た！かさばらず、クルッとま
るまるサングラスです。
通常はweb限定販売です
が、今回は特別にメルカド
に出店です！

eatright japan「クルグラ」

info@kurugura.com

一般社団法人 スマイル

https://zenchuren.co.jp/area/15254

あなたご自身やお子さんの
婚活をそばで支える身近な
存在として私「仲人」が寄り
添 い 結 婚 ま で伴走 し ま す。
「結婚」を考えたらご相談く
ださい。お相手探しをお手伝
いし、あなたに合ったパートナ
ーを見つけます。
当日の相談は無料です。

higano0119@yahoo.co.jp

090－1538－3627

http://pearl-spencer.com

「パールネックレス　コーディ
ネイト」パールネックレスの留
め金を変えるだけで、お好
みの色石やチェーンと合わ
せたりして、あなたのファッシ
ョンセンスに磨きがかかりま
す！！！　１本のパールネックレス
がフォーマルにもカジュアル
にも楽しめます。

tamie@nuife.com

株式会社 パールスペンサー
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