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～美と健康と癒し～

あなたの心・身体がこのﾋﾄﾄｷ癒され

楽しい気分になりますようにと願う

癒しの地 和歌山に集結！

美と健康と癒しのスペシャリストが

2013 癒しフェスティバル in白浜2013 癒しフェスティバル in白浜

◆主催◆ 癒しフェスティバル 実行委員会

090-7481-8386

住所：和歌山県西牟婁郡上富田町朝来140-5

【お問い合わせ先】

＊Hair's Boheme (ﾍｱｰｽﾞﾎﾞｴｰﾑ) 代表 中芝 雅子

＊Traditional eyes(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾅﾙ ｱｲｽﾞ) 代表 玉置 サナ
※当日はビッグユー駐車場が満車となることが予想されます。
何卒お乗り合わせでお越しくださいますようお願い申し上げます。m(__)m
また満車の場合は新庄公園無料駐車場及び紀南こころの医療センター

・グラウンド側を臨時駐車場としております。そちらをご利用くださいませ。

姓名判断・九星気学・手相・四柱推命・総合鑑定

タロットカード 手相・九星気学 （日本陰陽協会 易道鑑定師）

夕城 可琳

姓名判断から四柱推命まで総合的な
鑑定方法でしっかりあなたの心の悩み
を受け止め解決法を導き出します。
少子化が進む中、和歌山を盛り上げ今を
生きる世代を応援するため婚活支援として
カップルを成立させるなど大活躍！
◆総合鑑定¥1,000～(当日予約順)

いやしろち Calm(ｶｰﾑ)

★今井 袈了

★松下 方佳

大人気の手相をはじめ九星気学から
詳細な運勢がわかる四柱推命までを
駆使し人生を生きる中さまざまな問題
で悩む人の心に寄り添う鑑定方法で
数多くの方々を救う。京都を拠点とした
日本陰陽協会の易道鑑定師。
癒しの地、和歌山で精力的に活躍中!
◆手相・九星気学15分\500(当日予約順)

Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｅｙｅｓ(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾅﾙ ｱｲｽﾞ) Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｅｙｅｓ(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾅﾙ ｱｲｽﾞ)

キラキラ輝く穏やかな海の目前のサロンでは
アロマテラピーやリフレクソロジーなどの
ボディーワークや、タロット、レイキ、パワースト
ーンなどを使いココロとカラダを癒しています。
「地球愛祭りin和歌山」を開催し世界の飢餓
救済や森林保全などの活動を勢力的に行う
中、優しさあふれ母のような冷静な強さを
感じる事のできる尾崎さんのタロットカード
診断は心から信じ癒されること間違いなし！
◆20分￥2000(当日予約順)

ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｽﾀｰ解除体験 Ｃａｄｏｇ (キャドック)
白浜の御幸通りにあるきらきら光るパワー
ストーンやかわいい雑貨がおいてあるお店
では大切な人を癒してあげたいと願う
すべての人のためにさまざまなセラピーが
施されています。マインドブロックバスター
とはあなたの心の癖や心のブレーキを解き
放ちプラスにイメージを入れ替えるお手伝
いができるものです。
◆ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｽﾀｰ解除体験￥1,000(10分)
ﾊﾟｽﾃﾙなごみｱｰﾄ体験 ￥1,000(10分)

りょうか

ほうか

【出店紹介】 保存版

イベント終了後も各出店者様への
お問い合わせ店舗案内、また連絡先
電話番号のご質問等承っております。
お気軽にご連絡くださいネ！(^-^)

ハッピーカラーズＫ
カラーセラピーとは色の刺激を使い心と
身体を正常に戻す方法です。色には
集中力を高めたり元気になるカラー等
見るだけでさまざまな効果があること
が実証されています。自分の心からの
メッセージに耳を傾けて自分自身を
みつめてみましょう。あなたの人生を
輝かせるために４つコースから選べる
◆カラーセラピー￥1,000~

Ｂａｒｉ Ｒａｔｕ(ﾊﾞﾘﾗﾄｩ)
アジアンリゾートをイメージした心地いい空間
で施されるバリ式エステは疲れた身体を癒し
リラクゼーション効果も高いと人気のお店。
今回は「願いが叶う神秘のパワーオイル」を
皆様にご紹介!!自然のエネルギーを宿した
オイルはあなたを優しく深いエネルギーで
サポートし導いてくれます。あなたに今必要
な願いが叶うオイルを作ってみませんか
◆メモリーオイル作り ￥500

キャンドルアート体験

日時 ７月２１日(日) 10時～17時
和歌山県立情報交流センター

場所 Big･U

◆後援◆FM TANABE株式会社

(ﾋﾞｯｸﾞ･ﾕｰ)

和歌山県田辺市新庄町3353-9

多目的ホール

入場料無料!!１年に１度のお得
なラッキーDAY！ ★

Stage EventTime 13:00~ Time 14:30~
～龍神から愛をこめて

心が震える詩と音楽～
(ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ) ～ﾓﾃﾞﾙの技 美しく見える姿勢

美魔女になる方法～■青野 国久
ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞの「VAN」のﾃﾞｻﾞｲﾅｰの父を
持ちﾌｧｯｼｮﾝを肌に感じて育つ。
自身が事故に見舞われ姿勢の大切さ歩く
事の素晴らしさを痛感。事故後身体を守
る為、効率の良い身体の使い方を徹底的
に追求。毎日放送ちちんぷいぷい FM802
雑誌新聞他数多くのﾒﾃﾞｨｱで注目を浴び
最近では関西TV美魔女コレクションの
ﾊﾟｰｿﾅﾙｽﾀｲﾘｽﾄとしても活躍！

■ 詩人せい
2002年より初めて握る筆を手に
ひとりひとりに詩を書き始め
今までに日本中12,000人以上に
届けられ、詩を受け取った人は
5人にひとりが涙すると言われ
ています。そんな全国で活躍する

詩人せいさんの講演お見逃しなく!!

ｱｰﾃｨｽﾄ山﨑さんの作品は見るだけで
癒される不思議なキャンドル!作品には
アーティストの繊細な心が表現されて
います。そのキャンドルに灯りをともすと
なぜだか心落ち着き幻想の世界に入
れます。イベントではあなたの遊び心を
刺激する癒しのキャンドルを作成する
体験ができます！
◆作品 \1,000(当日予約順)

パワーオイル作り体験カラーセラピー

★2014年度 出店者を募集します!!

atolye Liman(ｱﾄﾘｴ ﾘﾏﾝ)

７ ２１ 日

自然の宝庫 癒しの地 和歌山をさらに輝く場所に！

"

荘 みさき

前年の癒しフェスティバルでも超人気
で列を作り、後日そのタロット診断を
受けた方々からそのままのことが起こ
った！などその的中率に驚きの声が！
◆あなたが幸せになるために
タロット診断15分\1,000(当日予約順)

チャイルドカウンセラー

タロットカード

玉置 サナ

西洋占星術
日を追うごとに人気を増す楽しく癒される
占星術の診断は「ポジティブパワー」に
満ちあふれあなたのやる気にスイッチを
入れること間違いなし!!幅広い占星術の
技法を匠に駆使し多角的な角度から読み
解く診断はあなたがより強く人生を生きて
く上での強力な手がかりになるはずです!!
◆世界に通るあなただけの開運場所
行くだけ・取り入れるだけで運気UP！
開運アストロマップ10分\1,000(当日予約順)

上級心理カウンセラー

お子様にも大人気！(*´∀｀)
ヨーヨーすくい他何があるの
かお楽しみ♪わくわく♪
フリーマーケットでお得な気分をGET！

魂の女神画 Sae ma mio (ｻｴ ﾏ ﾐｵ)
あなたが生きる上で恐れ 疑心 憎悪
嫉妬 思うようにならないイライラなど
ネガティブな意識を無くし愛ある心を
取り戻すため・・・全ての愛する人達の
伝道師としてSae ma mioの絵は世界に
一枚、あなたの魂の波動を描きます。
女神画を受け取った人からはそれぞれ
の使命を確認、ｴﾈﾙｷﾞｰを高めることが
できた、不思議な力と感謝の女神画へ
の思いが口コミで全国に拡大中！
◆魂の女神画ポストカード￥350 他



岩盤浴はマイナスイオン効果、遠赤
外線アンチエイジング、ダイエット、美肌
血液の浄化、抵抗力の向上などさま
ざまな効果があります。日々の疲れを
ほぐしてみませんか。イベントでは心地
よい整体など本格的な施術も行います。
岩盤浴は汗をかいても大丈夫なように
着替えまで用意されていて完璧。
◆整体￥1,000（30分）
岩盤浴￥800（30分） Ｓｅｔ￥1,500

イベントでお馴染みのナチュラル木工
雑貨で根強い人気のayustyleさん。
展示品の中で気に入った商品は要望
に合わせてオーダーも可能！
今回は布小物ｱｰﾃｨｽﾄyuyuさん、
焼き菓子のcache cacheさん
はじめ素敵な仲間達で出店されます。
◆木工品￥900~

はちみつ

上富田で人気の古民家カフェ。
懐かしくて心地いい雰囲気でついつい
長居してしまう店内。
いつも満席なので入れるとラッキーな
くらいです。待ち時間も外の庭を眺めて
ゆったりできる時間も癒しのひととき
です。地元の野菜やお米を使っての
料理は美味しさでも癒されます。
◆お弁当￥600～ ケーキ・かき氷

まあと工房
紀州観光名所イチゴ農園。新鮮なイチゴ
を届けたい食べる人の笑顔が見たい!
その思いで我が子のように大切に育て
られるイチゴ!!美味しく収穫された高級
イチゴを使って作られた上品な味は知る
人ぞ知る!そのジャムで作られた新商品！
◆安心安全の無添加手作り
イチゴジャム¥500 イチゴジャムオレ¥350
リアルイチゴストラップ¥450

一つ一つ素材にこだわり心を込めて
手作りしています。
大阪のケーキ屋カフェで修行した
彼女がつくるお菓子は食べた人が
幸せになれますようにと願う優しさ
あふれる味が口コミで広がっています！
◆オレンジショコラマドレーヌ￥１２０
焼きドーナツ￥１５０

Chiayi Hart（チャイ・ハート）

心のセラピスト
香美（Yoshimi）

プランプランとはバリの言葉で「のんびり」「ゆったり」
の意味。元気と笑顔からまわりに幸せが広がります
ようにと願う彼女のオールハンドで施されるバリ式
マッサージは通の人からも評判高し！
◆肩こりほぐし￥1,000他

無添加イチゴオレひかり焼菓子店

凰華まろ蛸丸双蒲鉾店

ｅｃｌａｔ ＆ ｍｉｙａｂｉ

女性は手先から美しくなることでしぐさ
もより女性らしくなりウキウキ楽しくなる
こと間違いなし！初心者にも嬉しい
ジェルネイルを体験できます！
前年度も大人気！
◆ジェルネイル体験（20～30分）
ハンド・フット10本￥1500
パラフィンパックでマッサージ￥500

ブリザードフラワーや造花、アレンジメント
ミニ観葉植物、温もり感のある雑貨が
充実の田辺市にある人気のお花屋さん。
今回イベントには癒しの植物をはじめ
バルーンもご用意しています★
お店のｵｰﾅｰ・ｽﾀｯﾌの方々は皆さんとても
気さくでお話しやすくセンスもいい！
髪飾りやブーケなどの制作も人気です！
◆観葉植物￥150~

上富田スーパーセンターオークワ前
のおしゃれな建物のサロンでは、美と
健康に関するメニューやオーガニック
の商品が並ぶ。今回効果を科学的に
立証された癒しの香り商品を紹介！
パワーストーンもバリエーション豊かに！
◆炭酸お顔リフトアップ￥500
ヘアアレンジイベント価格￥500
パワーストーン アクセサリー他

麺家口熊野食堂
ご当地和歌山ラーメンとして有名で
ランチ時はいつもお客様でいっぱいの
人気店。ｗｅｂサイトでも常に上位に
ランクイン！味はどれも大人気！
今回は美しく健康になる為の
ラーメンを考案していただきました！
身体の中から美しく!!
◆イベント限定らーめん￥500
お楽しみに!!(๑≧౪≦)

中華ラーメン 中華

ふらっと

白浜初オーラソーマとレイキヒーリング
でエネルギーチャージ！安心・安全を
第一に考えた商材を使用しココロと
カラダのトリートメントをしています。
オーラソーマは上下に２層分かれた111
本のボトルを選ぶことでカラーボトルから
のメッセージを受け取ることができます。
◆オーラソーマ￥1,000
ヘッド・ハンド￥1,000

大人気のボディジュエリーは特殊なのりを
使用しグリッター（ラメ）を肌にのせアート
するものです。身体にキラキラ輝く美しい
デザインをのせることによって心ときめき
幸せを感じることができます。
タトゥーとは違い、気分によりデザインや
色を変えられるのが特徴です。
◆ボディジュエリー￥1000
ヘアティンセル ￥100
ヘアチョーク・ヘアアレンジ他

イベントと言えば外せない人気の丸双
蒲鉾店。人気のかまてんバーガーに
ＮＥＷバリエーションが新登場しました！
どんな味なのか是非こちらも要チェック！
また数ある商品はすべて大人気
◆かまてんバーガー￥400
かまてん￥300～
ちょこっとカレー味他

お店は田辺の西松屋様のとなりで
なんと貸切宴会ができるレアな
知る人ぞ知るたこ焼きやさん。
ソースとろ～りチーズマヨをはじめ
豊富なメニュー盛りだくさん！
だし味が効いているのかやみつきに
なるおいしさです!!
◆粉もんのアイドルたこやき￥300～
ジュース・かき氷

たこやきかまてんバーガー

はちみつは身体に優しい上、自律
神経を整える物質やビタミンＢ群の
量が豊富です。また生ローヤルゼリー
はカプセルや錠剤よりも効果てきめん！
全国でも数軒しか採取できていない
生ローヤルゼリーは超貴重です!!
生ローヤルゼリーに興味のある方は
みなべ 中村養蜂園でネットで検索!!
◆はちみつ￥650～

中村養蜂園

ｂｉｇｉ

北欧からの木材を用いられた店内は癒し
そのもののcafe gentil。焼き菓子が人気。
特にバナナのパウンドケーキのしっとり感
是非ご賞味あれ!
◆焼き菓子￥350~

富田にある赤い屋根の、人気中華
料理やさん。お手頃価格で本当に
ボリューム満点、その上何を食べても
おいしい。今回は店で一番人気の
から揚げ・焼き飯をイベントサイズで！
たっぷりボリュームのスタミナ丼も
要チェックです！
◆から揚げ￥300 焼き飯￥300
スタミナ丼￥500

ナチュラル雑貨、アンティーク、ガーデ
ニング雑貨グリーン、花苗など心癒さ
れる物がたくさん。今回大勢のファン
からのリクエストに応えての出店。
ちょっと見かけないような珍しいもの
から、かわいいものまでプチプライスで
嬉しい！遠くからなのでイベントでしか
会えないですよ。
◆生花・観葉植物￥150~

造花を使って、いろんなアートな
アレンジを見せてくれるゆきさん。
今回は何を見せてくれるのか楽し
みです。小さな小物をプチプライス
からウエディングブーケのオーダー
まで幅広く活躍。色んなイベント
にも勢力的に参加しています。
◆アーティシャルフラワー￥200~

ayustyle+

オーラソーマ

癒しの空間 楽々岩盤浴・アジアン整体

ﾈｲﾙｱｰﾄ・ﾊﾝﾄﾞﾊﾟﾗﾌｨﾝﾊﾟｯｸ ルチア

ボディジュエリー

お弁当・ケーキ・かき氷

ヘアアレンジ
パワーストーン

ﾊﾝﾄﾞﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｰ REVER DE BEAU

焼きﾄﾞｰﾅﾂ ﾏﾄﾞﾚｰﾇ

保存料は使用せず、作ってすぐに
出荷！やわらかく、口当たりが良い
のが特徴です。
国産バターを１００％使用しており
さくさく感があって好評です。
◆シフォンケーキ
プレーン・生クリーム付各￥１００
クッキー３５ｇ入り￥１００

ハンドリフレクソロジーとは足裏、手、頭

には身体全体の器官や臓器につながる

反射ゾーンと呼ばれるツボのような面

を優しく刺激します。

人の手のぬくもりには言葉では伝わらない

優しい気持ちを届けてくれます。

◆ハンドリフレクソロジー￥500

ぷれぜんとふらわー

ｱｰﾃｨｼｬﾙﾌﾗﾜｰ アーティシャルフラワー大峯 生花・観葉植物
エステ・メイク

女性のバイオリズムを整え暮らしの中に
アロマのエッセンスを取り入れてハッピー
な毎日を！◆アロマクラフト手作り体験
（ﾏｯｻｰｼﾞｵｲﾙ、ｽﾌﾟﾚｰ他）ＡＬＬ￥1,000他

ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾏｯｻｰｼﾞ Pelan Pelan

ｵｰﾅｰ 島田麿綺

焼き菓子

Hair's Boheme

Johnny House

Rencontre

木工雑貨

手作り雑貨

gentil

Rencontreの優しい雰囲気のオリジナル

手作りﾍｱｱｸｾｻﾘｰや革雑貨は人気商品です！

田辺市街でスタジオを構え卓越したセンス
と確かな技術で一人一人の個性を活かす
ための技術で活躍中！
仕上がり自然なアートメイクも評判で雑誌
に記載されるなど他多彩なメニューも展開
し多くの顧客様に支持されています。
くつろげる空間と気軽に話しやすい雰囲気を
大事にしています。
◆ｱﾚﾙｷﾞｰ診断￥500 ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ15分￥1500

ヘッドスパ・アレルギー診断

ｵｰﾅｰ 島田麿綺

ナリス化粧品のエキスパートチーム！
プロの技、知識は必見です！確実に
美しい肌に導いてくれるプロフェッショ
ナル。試飲ができるなどこのお得な
機会に是非あなたもキレイのチャンスを！
◆眉スタイリング・ポイントメイクレッスン
・美顔機器体験・ハンドエステ・青汁
(スキンケア・メーキャップ・健康)の
上記メニューから２つ選んで￥500

◆チャイルドメイク・ネイル(廊下側にて)

Provence ｱﾛﾏｸﾗﾌﾄ作り

indy
Y's Basket

耳つぼダイエット

耳にあるつぼに磁気シールを貼ることで
不思議と食欲を抑える効果があります。
外した後も効果持続!!※個人差がございます
◆ﾀﾞｲｴｯﾄ応援企画 耳つぼﾀﾞｲｴｯﾄ￥500

クラフト雑貨・体験

Salon de paume

丈夫なクラフトテープを使いカバンや小物
入れ等大人気のクラフト雑貨！アート心を
くすぐるあなただけのクラフト小物作りを体験
してみませんか!?
◆ｸﾗﾌﾄ作り体験 写真立て・ﾊｰﾄのｶｺﾞ￥1,000

スマイルシフォンケーキ・クッキー

ｊｅ❤ｐａｒｓ


