2nd SKS Healing Festa
第2回 Seribu Kristal Salon ヒーリングフェスタ

４月にOPENしましたよつばの会サロンにて沢山の女性に
ゆったりと癒しの空間を楽しんで頂けるように、様々なヒーリングを
体験できるイベントです。素敵な景色を見ながらホッと一息、過ごしませんか？

7/29sat & 30sun
場 所
入場料

10:00〜18:00

よつばの会サロン seribu kristal
500円 お茶・お菓子・お土産つき

ご希望のブース体験待ち時間にはお好きなお飲物やお茶菓子を
お召し上がりいただけるカフェスペースにてゆったりとお過ごし下さい。
※ブースにて体験をされる方はそれぞれの体験料がかかります。

●申し込み方法
メール又はLINEにてお申し込みください。
よつばの会 主宰

よつばの会メールアドレス
yotsuba@yotsuba-kai.com

よつばの会携帯アドレス
yotsuba-no-kai@softbank.ne.jp

よつばの会LINE
ID yotsubanokai

原 千晶

お名前・お電話番号・会員番号（よつばの会会員の方）
・
来場頂く日にち（わかれば時間も）同伴者がいる場合は、
その方のお名前をそれぞれお書き添えの上お申し込みください。
追ってよつばの会より場所などの詳細をお送りします。

●7/29
（土）
ニュースキャン体験コーナー

筋膜リリース

漢方アロマかっさ排毒セラピー

出展者
体験料

出展者
体験料

出展者
体験料

資質学
出展者
体験料

原 千晶
500円／20分

和観 占い
坂入 千佳
1,000円／15分

貴田 麻記子
1,000円／25分

レイキヒーリング

O2ジェットウェーブ

出展者
体験料

高濃度酸素注入

加藤 有紀
1,000円／30分

アロマハンドトリートメント

センセーションカラーセラピー

出展者
体験料

出展者
体験料

みよしなお
1,000円／30分

平橋 摩や
1,500円／20分

Yuko
1,000円／30分

イオン化高分子酸素濃縮液を水圧ジェット振動波で噴射、
肩こりや疲労を感じる筋肉や関節におすすめします。
即効効果も期待できます！

出展者
体験料

小島 洋子
300円／15分

●7/30
（日）
ニュースキャン体験コーナー

漢方アロマかっさ排毒セラピー

アロマワックスサシェ作り

出展者
体験料

出展者
体験料

出展者
体験料

資質学
出展者
体験料

原 千晶
500円／20分

和観 占い
坂入 千佳
1,000円／15分

平橋 摩や
1,500円／20分

レイキヒーリング
出展者
体験料

加藤 有紀
1,000円／30分

ＴＣカラーセラピー

筋膜リリース

出展者
体験料

出展者
体験料

ミスリーナゆきえ
500円／15分

貴田 麻記子
1,000円／25分

himari_ya
1,800円／1時間

ジェルネイル＆ネイルケア
出展者
体験料

松井 佐和
ワンカラー3,000円／1時間
ネイルケア2,000円／30分

★ネイルケア…爪カット、甘皮処理、爪磨き、ハンドマッサージ)

こちらは予約制となっております。ジェルネイル・ネイルケ
アをご希望の方はメール又はLINEにて事前予約をお願いい
たします。ご予約が5名以下の場合は出店がキャンセルに
なる場合がございますので、ご了承ください。

各ブースの詳細や出展者プロフィールは裏面をご覧ください。

出展ブース紹介
ニュースキャン体験コーナー

資質学：和観 占い

出展者：原 千晶
体験料：500円／20分

出展者：坂入 千佳
体験料：1,000円／15分

ニュースキャンという周波数によって体や器官・
細胞の状態を読み取り、セラピーができる機械を
使って、体の状態をチェックし、セラピーによって
整えます。お越し頂いた状態で体験でき、椅子に座って
頭にヘッドフォンをつけるだけの手軽なセラピーです。

幸せに生きるために、一番大切なこと。
それは、、
「自分を知るということ」

お好きなメニューをお選び下さい。
・五臓六腑基本メニュー（心臓・肺・肝臓・胃・腸・胆のう・膀胱・腎臓など
メインの臓器をチェックします）
・お肌のハリ・リフトアップメニュー（お顔のハリを取り戻すメニューです）
・婦人科メニュー（乳房・子宮・卵巣など女性特有の部分をチェックします）
・頭すっきりメニュー（頭がモヤモヤする方、あまり眠れないという方へ）

https://www.tonttu.co.jp/product/

みよしなお
1,000円／30分

〈自分だけの香り☆癒しのアロマハンドトリートメント 〉
こころに響く香り
感覚的に好きな香り
なぜだか今欲している香り
選んだ精油は今のあなたに必要な香りです。
何種類かブレンドしてあなただけの特別な
香りを作りましょう。
その香りでハンドトリートメントをさせて
いただきます。ご自宅用に同じオイルを
プレゼントいたします♪

レイキヒーリング
出展者
体験料

自分を大切に生きるため…日本古来から伝わる四季を互
換で感じる文化と古代マヤ歴の宇宙共鳴をもとに、意識
波動を高める「資質学」を受けてみませんか？

センセーションカラーセラピー

※こちらの機器は医療機器ではありません。

アロマハンドトリートメント
出展者
体験料

人はそれぞれに違う「資質」や「役割」を生まれ持ってき
ます。それを生かし、自己や周りとの〜つながり〜を取り
戻し、自然と調和したとき、豊かな花を咲かせます。

加藤 有紀
1,000円／30分

レイキとは、人が自然体になったときに流れる
「自然の気」あるいは「自然のエネルギー」です。
日本発祥の手当療法で、戦前までは一般に
活用されていました。
体の芯から温まるので、心身の緊張が緩んだり、
自己治癒力を活性化する効果もあります。
是非、この機会にご体験ください。

ＴＣカラーセラピー
出展者：ミスリーナゆきえ
体験料：500円／15分
TCカラーセラピーは14本のカラーボトルを
用いてカウンセリングするセラピーとなりま
す。自分自身のことを知ったり、周りの人を
探求するサポートになるかもしれません。
T C カ ラ ー セ ラ ピ ー の T C は「 T r u e
Communication」真実の交流という意味だ
そうです。
ハートとハートの交流を大切にする、
１人１人の心と向き合うセラピーです。

出展者
体験料

Yuko
1,000円／30分

〜色と香りで知る私〜
色や香りは私たちに様々なメッセージを伝えてく
れています。
その時々で心地よいと感じる色や香りは違うか
もしれませんが、あなたが好きだと思うものを選
択するのがベストです。
カナダ生まれの10色のカラーボトルとそれぞれ
の色に呼応したアロマの香りで今のあなたを見
つめてみませんか？

漢方アロマかっさ排毒セラピー
出展者
体験料

平橋 摩や
1,500円／20分

心身の状態に合った漢方アロマとカッサで
頭〜首肩の経絡排毒と顔の簡単リフトアッ
プ体験。身体の深部から体とお肌のアンチ
エイジングを目指します。
（襟元をカバーするストールをお持ちにな
るか、襟元を隠す衣服でお越し下さい。）

筋膜リリース
出展者
体験料

貴田 麻記子
1,000円／25分

筋膜の癒着を剥がす機械と手技を使うとびっくりするくらい
リフトアップします。機械は前日までに送りたいと思います。
筋膜リリース

フェイシャル肩こりコース

筋膜が癒着していると神経が圧迫され血液の流れ
が阻害されリンパ液が流れにくくなっていまします。
筋膜の癒着をはがすことでお顔のむくみ・くすみ・
たるみ・しわ・肩こりが改善される今話題のトリート
メントです。

ジェルネイル＆ハンドケア
アロマワックスサシェ作り
出展者
体験料

himari_ya
1,800円／1時間

キャンドル作りに使うロウを使って
お好きな香り、お好きなドライフラワー・
プリザーブドフラワーで
素敵なサシェを作りませんか。
まる、長方形、オーバル、リース
４種類の型から好きな形を選んで
いただきます。
１時間程で完成しますよ。

予約制

出展者：松井 佐和
体験料：1時間ワンカラー 3,000円
ジェルネイルは、ハンドかフットかご希望承りま
す。いずれもワンカラーのフレンチネイルなどお好
みのカラーで対応します。お仕事柄などでネイル
が出来ない方、ネイルケアはいかがですか？
オシャレは指先から、夏に向けてジェルネイルを!!
見ているだけで元気を与えてくれます。落ち着く
色合いで癒しも感じられます。

※写真は参考作品です。
実際に体験頂けるのは
ワンカラーとなります。
ご了承下さい。

注意事項
予約制とさせて頂きます。
11時〜、
12時〜、
13時〜、
14時〜、
15時〜、
16時〜いずれかの時間帯のご希望をよつばの会ま
で御申し込みください。
当日は、
ネイルをオフした状態で爪に何も塗らずにお越しください。
ご予約が5名以下の場合は出店がキャンセルになる場合がございますので、
ご了承ください。

