


WORKSHOP 楽しい体験が勢ぞろい！ 新しい自分発見ができるかも!?

アニースローンチョークペイント
木箱を素敵にリメイク01

ますます屋　三原　知美

25日(火)
午前10時30分～午後12時30分
木箱にデコレーションアップリケを貼り付け、２
色のペンキを塗ってワックスをかけた後、ギルデ
ィングワックス(金箔)を使って装飾したボック
スに仕上げます。＊エプロンはご用意します

3,780円(税・材料費込)／定員：6名

要予約

色で見つめるあなたの心　オーラソーマ02
INORI　花岡民枝

25日(火)
午前10時30分～午後6時30分
115本のカラーボトルから4本を選んで
いただき、今のあなたの内面を見つめ
ます。

20分2,160円(税込)

予約優先

始めよう漢方生活【漢方茶プチレッスン】03
カンポウチャRAIRA　カワジエミコ

25日(火) ①午前11時～午後1時
②午後2時～4時

漢方の基本理論を学び、気軽に生活に取
り入れるレッスン。ご自分のカラダに合っ
た飲みやすい漢方茶をブレンドして、味わ
ってみましょう。５回分のお茶付き。

4,320円(税・材料費込)／定員：各回8名

要予約

ラリマーヒーリング体験05
ラリマー＆青色琥珀専門店　Fleur＊Bleue　フルーブルー

25日(火)・27(木)
午前11時～午後6時
ドミニカの小さな山で産出される希少な美
しい石「ラリマー」。その素晴らしい浄化力
、癒し力を横になって体験いただきます。軽
く羽織るものをご持参ください

20分2,700円(税込)

場所：7階エレガンスサロン

予約優先 ７階

長年の首肩コリにさようなら06
サロンクウ 鍼灸師　垰田祐友子

26日(水)
午前10時30分～午後6時30分

カウンセリング後に頭のツボに鍼または
指、温灸で指圧し整えます。ご自宅でも
できるセルフケアもお伝えします

30分2,160円(税込)

予約優先

因島の除虫菊を使った線香作り07
因島除虫菊の里連絡協議会　岡野八千穂

26日(水) ①午前11時～午後12時
②午後1時～2時
③午後2時30分～3時30分

因島産の除虫菊を使って、体にやさしい
天然のお香を作ります。オリジナルキャラ
『じょちゅうぎくん』の缶バッチ、10月蒔
きの『除虫菊の種』もプレゼント

2,160円(税・材料費込)／定員：各回8名

要予約

フレッシュフラワーで作る『花びら茶』09
ami花びら茶アカデミー　藤原佳子

26日(水) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時～3時30分

場所：7階エレガンスサロン
農薬不使用のお花から、特別な方法で、
花びら茶を作ります。花びら茶の淹れ方、
自然な色の花びら茶を楽しみましょう

3,240円(税・材料費込)／定員：各回8名

７階

羊毛で作る可愛い「プチ妖精」10
ねろりのばあば　沖本泉木

26日(水)
午後2時～3時30分
羊毛を用い、ニードルワークでプチ人形
(妖精)を作り、江田島に自生する、自然素
材を合わせて妖精の世界を作ります

2,160円(税・材料費込)／定員：6名

要予約

フレッシュハーブで本格ソーセージ作り11
b-green　Herb　style　坊垣内みどり

27日(木)
午前11時～午後12時30分
フレッシュハーブを使った、本格的な腸
詰ハーブソーセージを作ります。パン、サ
ラダ、ハーブティーと共に、ワンプレート仕
立てで試食していただきます

3,240円(税・材料費込)／定員：6名

要予約

ホロスコープから、自分の素敵を発見15
星と石と心の店　プルメリアバード

29日(土)・30日(日)
午前10時30分～午後6時
あなたの生まれた時の天体の位置（ホロスコー
プ）から、あなたの魅力を再発見！自分がもっと
好きになる、あなた本来の魅力をお伝えします。
＊生年月日、生まれた大体の時間をお知らせください

20分2,700円(税込) 

予約優先

おとなかわいい　紙で作る小物たち14
紙デコ教室 まりまりはうす　土居あきよ

28日(金)・29日(土)
午前10時30分～午後5時　随時受付
ハロウィンにぴったりのペーパーバックな
ど、数種類の見本からお好きなものを選
んで、楽しくお作りいただけます。プレゼ
ントにもおすすめ‼

1,080円～(税・材料費込) 

予約優先

癒しの香り。おやすみ前のアロマクリーム13
Soliflore～ソリフロール　和田里恵

28日(金) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時～3時30分
③午後4時～5時30分

ハンドケアでお肌をいたわり、優しい香り
を感じながらゆっくり眠りましょう。アロ
マハンドクリーム作りと簡単セルフハンド
ケアのミニレッスン付き

3,240円(税・材料費込)／定員：各回8名

要予約

西欧伝統のスパイスの飾り花〝ゲビンデ“16
リンデンバオム　吉岡裕子

29日(土) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時30分～4時

ゲビンデはスパイス(クローブ、シナモン、
スターアニス)木の実などをワイヤリング
して作るドイツ、オーストリア伝統の工芸
。楽しみながら、作っていただきます。

3,780円(税・材料費込)／定員：各回6名

要予約

ココロがほっこり「香りのブレンド」作り17
アロマテラピーのskog

30日(日) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時～3時30分
③午後4時～5時30分

香りのブレンドレシピでストレスケア。
アロマの基礎知識とストレスケアをご紹
介。塗って使えるボタニカルブレンドオイ
ルを作ります

2,916円(税・材料費込)／定員：各回6名

要予約

あけびのつるで編む　ミニかご作り18
バインクラフト Pacha　三浦ちづる

30日(日) ①午前11時～午後12時30分
②午後3時～4時30分

山の自然の恵み、あけびのつるを使って
かごを編みましょう。かご編みの基礎が
全て盛り込まれています。自然な香りと
手触りに癒されます

3,024円(税・材料費込)／定員：各回6名

要予約

ジェシカネイルケアトリートメント19
ネイルケアサロン　Goshi

1日(月)
午前10時30分～午後5時
爪は肌の一部です。健康で美しい爪のた
めのフルコースネイルケア。仕上げはベー
スコートまでです。＊ジェルネイルの方は
ご参加いただけません。

30分3,240円(税込) 

予約優先

ハーブ薬膳体質診断＆ハーブ調合20
草舎ＫＡＭＡＵ 柏木ミサ

1日(月) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時～3時30分

体質診断＆診断結果に合わせたハーブを
セルフメイドで調合。生活に合わせたハー
ブの取入れ方を学びながら、自身で調合
したハーブティーが味わえます

3,240円(税・材料費込) (お持帰りハーブティー付)／定員：各回8名

要予約

オーガニックコスメでメイク教室21
TintColor ティントカラー　田丸曜子

1日(月) ①午前11時～午後12時30分
②午後2時～3時30分
③午後4時～5時30分

オーガニックコスメ『babu-(バブー)』を使
用した、お肌に優しいナチュラルメイクをレ
ッスン。日常お使いのメイクブラシ、マスカラ
、アイライナー、ビューラーをご持参ください

3,240円(税・材料費込)／定員：各回6名

要予約

専用の筆でなでるだけで輝くお肌に04
Ohisa*ma salon ～おひさまさろん～  筆凛波®  プロアーティスト  HISAKO

25日(火)・26日(水)
午前10時30分～午後6時30分
優しくお顔をなでて、リンパを流し内側か
ら整え、美しさを引き出すメソッド。筆凛
波®を使った時短ケアを体験してくださ
い。熊野筆  筆凛波®ブラシ等も販売

20分2,160円(税込)

予約優先

癒しのポストカード　(切り絵)08
ねろりのばあば　吉田路子

26日(水)
午前11時～午後12時30分
アロマに使われるハーブを切り絵におこ
し、色和紙で彩色します。
初めての方でも楽しんでいただける切り絵
のポストカード作りです

3,240円(税・材料費込)／定員8名

要予約

健康な自爪のためのネイルケア12
ネイルサロン　Goshi

27日(木)
午後2時～４時
爪は肌の一部。正しい爪の手入れ方法をお伝えしま
す。自宅で続けられるよう、ネイルケア商品も全てご
用意。(やすり、ネイルオイル・クリームなど計6点)＊
ジェルネイルの方は参加不可。フェイスタオル持参

4,320円(税・材料費込)／定員6名

要予約

見て！触れて！ラリマーの世界
ラリマー＆青色琥珀専門店　Fleur ＊Bleue　フルーブルー

「世界３大癒し石」である天然石「ラリマー」
と希少な「青色琥珀」を扱う専門店。ドミニ
カから直接仕入れ。全商品鑑定書付き

プロヴァンスからラベンダーの便り
プティソレイル

プロバンスファブリックのワンピース、ブラウ
ス、バック、帽子小物類、ラベンダーサシェ、
ラベンダー量り売り

自然をまとい命はぐくむ天然ウエア
薬効手染Ⓡアルデバラン

天然素材と薬効手染が織りなす体と心に心
地よいウェア、肌着。オーガニックコットンブ
ランド「プリスティン」のウェア、ベビー用品

創業91年　こだわりのお酢製品
センナリ株式会社　おいしさ研究所　大地

天然の地下水から生まれる　のむ柚子酢、
有機米酢、広島県産レモン果汁使用のドレッ
シングほか

世界にひとつのガラスアクセサリー
aoi．glass．　嶋﨑　圭子

ガラスの中に、金、銀、アーティスティックオ
パールなどを混ぜ込んだオリジナルガラスア
クセサリー。軽く、透明感ある美しさです

羊毛フェルトで紡ぐCuminの世界
BeBe☆Cumin

羊毛でつくる愛らしい犬や猫などの動物、フ
ァンタジックなオリジナル作品の数々です

100％生馬油で潤いスキンケア
サンキューバーユ

「タテガミ（こうね）油脂」だけを精製した
100%天然ピュアオイルや石鹸です。抜群の
浸透力と保湿力で、お肌を整えます。

こだわりの低糖質スイーツ
SWEETS LABO　Laugh & Rough

25日(火)・26日(水)
濃厚な低糖プリンなど血糖値が気になる方でも食
べられるスイーツを取り揃えています

花刺繍アクセサリー
ChikuTaku

25日(火)～27日(木)
花を纏ってみませんか？より美しく彩る、軽くてかぶ
れにくいアクセサリーを提案しています

カフェインレスコーヒー　
P-BERRY

25日(火)・26日(水)
水抽出製法でカフェインを取り除いたコーヒー。寝
つき、胃の調子が気になる方にもおすすめです

イーハトーヴ　切り絵販売
ねろりのばあば　吉田路子

25日(火)～27日(木)
宮沢賢治の童話や詩の世界からイメージした切り
絵[４つ切り～ハガキサイズ]

妖精からの贈り物
ねろりのばあば　沖本泉木

25日(火)～27日(木)
手触りの良い羊毛で作る愛らしい妖精の世界
インテリアやプレゼントにもおすすめです

環境にやさしい塗料
ますます屋

25日(火)～28日(金)
英国アニースローン社装飾用塗料。匂いが少なく室
内で塗れる、人、環境に優しい塗料です。

美味しい有機野菜生活
ビオマルシェの宅配BYC

28日(金)
有機野菜や注目のスーパーフード。有機野菜、有機
食品の宅配のご案内

ハンドメイド重曹化粧品
株式会社石井五商店

28日(金)～1日(月)
カラダにも環境にもやさしい「重曹」を使ったパッ
クや地元広島の牡蠣殻を配合した入浴剤など

冷え対策はコレ！蒸し生姜
イトク食品

27日(木)
冷えにお悩みの方に！蒸し生姜は生に比べてショウガオ
ールが約33倍。生姜一筋34年の専門店がお届します

茶懐石弁当
茶事・懐石料理　點心

29日(土)～1日(月)
四季の旬の素材をシンプルに料理した茶懐石弁当
[1,700円(税込)・1,080円(税込)　２種類販売]

毎日に１滴のエッセンス
アロマテラピーのskog

29日(土)～1日(月)
セラピストが厳選したアロマやクレイなど。専門の
スタッフが使用方法等アドバイスします。

天然素材の肌着・布ナプキン
マアル

28日(金)～1日(月)
縫い糸まで100%オーガニックコットンの肌着や、竹の
繊維の柔らかい肌着など。敏感肌や冷え性の方々に

吉賀町柿木村の　つづらかご
バインクラフト　[pacha」

吉賀町の山々で育ったつるで編んだ作品。自
然なものなので、不ぞろいですが、そこが癒
され楽しいところです

樹脂コラージュとResinの世界
Le　Bonheur

大人が付けて馴染むアンティークな色味。樹
脂コラージュしたレトロなアクセサリーとスマ
ホケースを製作販売

リトアニアリネン専門店
リトルリトアニア

北欧リトアニアのリネン生地は、通気性、肌ざ
わりのよさ、速乾性など、使用感や着心地の
よさが特徴です

花びらが作り出すお茶の世界
ａｍｉ花びら茶アカデミー

農薬不使用でノンカフェインの花びら茶。７
種類の花びらが入ったティーパック、ビン入り
花びら茶、ティータンブラーなど

繊細な曼荼羅の光の世界
にじいろのはね　あいだ　みつよ

ペン字で描き上げた曼荼羅の原画を販売。
繊細な曼荼羅の世界をご覧ください

オーガニックレモンの精油＆ウォーター
ビアフランカ広島

広島県産オーガニックレモンを使用した大変
贅沢なエッセンシャルオイル、ミスト、フェイシ
ャルウォッシュ

オーガニックレモン化粧水作り　随時受付　3,240円(税・材料費込）

美しく生きる女性の下着試着販売
Orannge　Harmony　オレンジハーモニー

お悩みにお応えする下着のご案内。ブラやシ
ョーツの付け方をお伝えし、フィッティングし
ていただきます。

カウンセリングフィッティング(無料）30分　予約優先

SHOPPING 見逃せない２５のショップ！
他では入手できない品々をゲット！

9/25(火)～10/1(月)　毎日オープン

9/25(火)～10/1(月)　不定期開催
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