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詳 細

お問合せ
ご予約

アクセス

ららな（ 増田千代子 ） まで主催：

2016年   5月  8日（日）

14  : 00OPEN 21 :  00CLOSE

16  : 00 ～  20 : 00ラストオーダー）（  ディナー

（会場）

ニューオオサカホテル心斎橋 １F

（入場料）　　　　　無料

Adustam   - アダスタム -

（〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋１- 10-36）

TEL

Mail

：

：
080-4230-0562
ripple-happy@i.softbank.jp

☆ お待ち頂く場合がございます。ご予約いただくと便利です。
☆ お車は、ホテル北側駐車場（有料）もご利用いただけます。
☆ 上記の出展を予定しておりますが、当日多少の入替がある場合があります。ご了承下さい。

☆ お待ち頂く場合がございます。ご予約いただくと便利です。
☆ お車は、ホテル北側駐車場（有料）もご利用いただけます。
☆ 上記の出展を予定しておりますが、当日多少の入替がある場合があります。ご了承下さい。

15 分 1000 円15 分 1000 円

　癒されながら、手も脚
もすっきり心地よく★

アロマハンド orアロマハンド or

フットマッサージフットマッサージ

耳つぼジュエリー耳つぼジュエリー 植木明菜植木明菜

  耳はツボの宝庫☆
 110 個ものツボが集中してい
ます！お洒落しながら  ツボ
を刺激し肩コリ・腰痛・ダイ
エット等の お悩みの改善に☆

     耳ツボジュエリー
両耳 1 セット 500円

両耳 3 セット 1000円
目立ちにくい

男性用もあります！目立ちにくい

男性用もあります！

アロマクラフトアロマクラフト うめののりこうめののりこ

フランスのオーガニックブランドや日本産の
精油を使い、用途に応じてお好みの香りで作
　　　　　　　　　　   ります。オイルの見分
　　　　　　　　　　   け方、選び方、使い方
　　　　　　　　　　   もアドバイスします☆

アロマスプレー
100ml   500 円

50ml    300 円

バスソルト 300 円

ハーブ入 500 円

魂命学魂命学～こんめいがく～～こんめいがく～ ららなららな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占術という分野を超えて、現在に最も適した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　魂と命の調べを形にした哲学系の心理学です☆　
　ご自身の魂の色を知り、素敵な新しい未来への変化にアプローチしてみましょう☆

５００円 ５００円 一生だけでなく五次元でも変わらない魂の色運気アップの色・方角など…　鑑定☆

アートグラスアートグラス
　オリジナルなビアグ
ラスやワイングラスを

自分用に★贈り物に★ 
イラストやお名前、

メッセージを彫り込み
ます☆現在、ビーズ
小物も制作中です！

　オリジナルなビアグ
ラスやワイングラスを

自分用に★贈り物に★ 
イラストやお名前、

メッセージを彫り込み
ます☆現在、ビーズ
小物も制作中です！

三輪三輪

アートグラス　８００円～アートグラス　８００円～

タロット占いタロット占い 朝日奈 茜朝日奈 茜

気になることは
タロットカードに
聞いてみましょう！

リーディング☆ 20 分 2000 円

【あなた・未来】が
前向きになるお手
伝いいたします☆

ふくもと整体ふくもと整体 福本福本

通常 5000 円 →  　　　　2000 円

　バレーボールの元 V リーグ選手☆
　開業 16 年、延べ 1 万数千人を施術。
子どもからお年寄り、五輪選手、プロの
スポーツ選手まで様々にサポート☆
　全身のバランスを整え、自己治癒力
アップと健康な体づくりをお手伝いを
させていただきます！

　バレーボールの元 V リーグ選手☆
　開業 16 年、延べ 1 万数千人を施術。
子どもからお年寄り、五輪選手、プロの
スポーツ選手まで様々にサポート☆
　全身のバランスを整え、自己治癒力
アップと健康な体づくりをお手伝いを
させていただきます！

マルシェ
特別価格

ウェイトマネジメントウェイトマネジメント講座講座

 　若さ・健康を得るために☆  
からだの仕組みを理解して、
最先端の知識、考え方、捉え
方、選び方が身に付きます。
真の健康のためにできること

がある☆納得の講座をこの機

会に学びお役立て下さい☆

 　若さ・健康を得るために☆  
からだの仕組みを理解して、
最先端の知識、考え方、捉え
方、選び方が身に付きます。
真の健康のためにできること

がある☆納得の講座をこの機

会に学びお役立て下さい☆

浜本浜本

ジェルチップネイルジェルチップネイル

体験チップ
  取付 

『形状記憶ジェルチップネイル』 ♡付け外し簡単！
 好きな時だけ !　爪にぴったりフィットする！
アクセサリー感覚で楽しめるネイルです～♫

500 円

masamimasami

        ネイルでき

ない方、必見！！

ボディジュエリーボディジュエリー＆カルトナージュ＆カルトナージュ
Blanche-NeigeBlanche-Neigeボディジュエリーとカルトナージュ講師ボディジュエリーとカルトナージュ講師 竹城 時未竹城 時未

・マカロンメジャー

・コロコロクリーナー

・ウエットティッシュ
　ケース

1500 円

2500 円

3000 円

・マカロンメジャー

・コロコロクリーナー

・ウエットティッシュ
　ケース

1500 円

2500 円

3000 円

2015年ボディ
ジュエリーコンテスト
関西 1 位、全国 3 位☆

2015年ボディ
ジュエリーコンテスト
関西 1 位、全国 3 位☆

　カルトナージュで
作る世界にたった
ひとつのだけの
オリジナル雑貨

　カルトナージュで
作る世界にたった
ひとつのだけの
オリジナル雑貨

　   ダイヤモンドダスト配合のキラキラグリッ
      ターでワンポイントボディジュエリー体験

　　　                                          500 円～

ISD 個性心理学ISD 個性心理学

◎人間関係の悩みの原因

◎子どもの褒め方叱り方

◎部下の指導方法

◎やる気にさせる言葉

（分析シート付き）

生年月日で何が分かるの？生年月日で何が分かるの？
自己発見最強ツール！

性格…才能…特性☆

のざきあやこのざきあやこ

20 分：2000 円

Ripple 輸入雑貨Ripple 輸入雑貨

輸入雑貨の
おもちゃ箱★
加西市にある
お店のたくさ
んの雑貨の中
から、ららな
が一つずつを
選んで出展い
たします☆

輸入雑貨の
おもちゃ箱★
加西市にある
お店のたくさ
んの雑貨の中
から、ららな
が一つずつを
選んで出展い
たします☆ http://www.ripple-happy.com/http://www.ripple-happy.com/

ららなららな

リップルハウス♪リップルハウス♪

ZAKKA☆ZAKKA☆

小顔エステ&ハンドエステ小顔エステ&ハンドエステ まみサロンまみサロン

まみサロンの魔法の施術 ☆リンパを流して、顔も手もスッキリ

きれいに麗しく☆　短いお時間でお気軽に体験いただけます！

カラーセラピーカラーセラピー 岡本直美岡本直美

心の救急箱☆貴方の選んだ色からのメッセージをお伝
えします！！ １回　500 円（ 20 分  ～  30 分）

 ♥ディナーチケットSpecialSpecial

・ベビーリーフと生ハムのサラダ

・ロブスターと野菜のココットグラタン

・鶏もも肉のルーロー
　こだわりのデミグラスソースと
　　チーズのマリアージュバケット

・特製デザート盛り合わせ

・ソフトドリンク

・ベビーリーフと生ハムのサラダ

・ロブスターと野菜のココットグラタン

・鶏もも肉のルーロー
　こだわりのデミグラスソースと
　　チーズのマリアージュバケット

・特製デザート盛り合わせ

・ソフトドリンク

ディナーチケットの

お申込は、各出展者

もしくは、下記の

ららなまで★

ディナーチケットの

お申込は、各出展者

もしくは、下記の

ららなまで★

Adustam 様ご協力‼Adustam 様ご協力‼

　　★   ディナー　　★   ディナー

※ラストオーダー
※ラストオーダー

20 : 0020 : 00
　16 : 00～　16 : 00～

お写真は
イメージです

お写真は
イメージです

※その他ドリンク、アルコールもあります。( 別料金 )※その他ドリンク、アルコールもあります。( 別料金 )

￥2,000-（税込）特別価格☆

ご予約受付中‼ご予約受付中‼

あなたの

オーラは何色？あなたの

オーラは何色？

オーラ  リーディングオーラ  リーディング 中西 智子中西 智子ナビゲーターナビゲーター

あなたのオーラを輝かせます☆ オーラ写真を撮影
し、身体や精神バランス、エネルギーバランスまで
カウンセリングします。 1,000 円

地球市民
カードあり500円

過去・現在・未来の魂の願いのご案内  過去・現在・未来の魂の願いのご案内  別途 1,000 円別途 1,000 円


