
「癒し人」の作品・音楽・サービスを“見て・聴いて・食して・体験する”ことができます。 

    

 
                                   

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 平成２２年４月１８日（日）11：00 ～ 18：０

０ 

開催場所 山口市湯田温泉 ホテル松政・芙蓉の間 

   主  催 株式会社人事情報システム 

 

■後  援■ ｔｙｓテレビ山口   株式会社地域情報新聞 

■企画運営■ 癒し工学研究所（山口県経営革新計画承認事業） 

■運営協力■ 広島女性士業ネットワーク（Flora）、株式会社人事情報システム・広島 

■制作協力■ 株式会社大一写真工業（マイティスＤ１プリント）    

■入 場 料■ 無 料 

  

 

 

「癒し＆ フェア山口」 
 

山口で活躍する多様なジャンルの厳選されたプロフェッショナル「癒し人」が集合 

司会・コーディネーター 

木村智美（ｔｙｓ） 

■協賛■ “みほり峠グループ”株式会社ＭＩＨＯＲＩ  山口トヨタ自動車株式会社  “どんどんグループ”株式会社スナダフーヅ  三好屋楽器店  ホテル松政 

株式会社アーバンエステート  Soins de beaute 株式会社  株式会社ツーリストしものせき  “楊貴妃浪漫の宿”湯本温泉・玉仙閣  アロマスター株式会社 

ナチュラルグリーンリゾート株式会社  “せせらぎの宿”湯本ハイランドホテルふじ  “湯治の郷”俵山温泉   厚生労働省認定メンタルヘルス機関 Cubic mind 



出展者一覧 

藤井企画 ネイルサロン Des Colle まろびね工房 足処風月 Ｋ‘ｓ工房アラザン 

■女性の心強い味方■ 

楽天市場でバカ売れ中！！「黒の奇跡」

（今話題のルイボスティー・黒烏龍茶・

サラシアレティキュレータと香り豊かな

素材をブレンド）、ダイエットチョコレー

ト、ミネラル化粧品を取り扱っています。 

■ネイルライフをもっと身近に■ 

ネイルサロンディスコレは、ネイルから

始まるトータルな「美」を追求。趣味の

延長からプロのスキルアップまで！ディ

スコレネイルアカデミーはあなたのネイ

ルに懸ける情熱を形にします！ 

■細密画・イラストの魅力■  

アクリル絵の具で身の回りの花、野菜、

果物のシリーズの他、一の坂川周辺の四

季を描いています。原画と絵はがきセッ

トの展示・販売を行っています。 

■あしのことならおまかせ！■ 

当店は、英国式リフレクソロジーをはじ

め、インド式オイルトリートメントコー

ス、インド式脂肪燃焼コース、全身ほぐ

しコース等体をいたわる多様なコースで

お客様の期待にお応えします。 

■あなただけのシルバー■ 

シルバーアクセサリーオーダーメイド制

作工房 「アラザン」。お客様の希望に合

わせてリング・小物等を制作します。世

界に一つだけの宝物。教室もあります。  

Ｏ‘ｂｒａｎ 王丹二胡アカデミー 晴香 自然パン工房 重田木型 ジャパネスクドール 長沼隆代 

■味を守り・伝えるということ■ 

ふぐ珍味の元祖として創業 50 年、昔の味

を守る優しく素朴な味をどうぞご賞味く

ださい。日本人が昔から大事にしてきた

伝統的な調味料だけで作っています。 

■二胡の魅力を広めたい■ 

当アカデミーではレベルや上達速度に応

じた柔軟な指導を行いますので音楽の知

識がなくても二胡が引けるようになりま

す。グループレッスン、個人レッスンと

もに難易度に応じた練習をします。 

■こだわりの自然パンをどうぞ■ 

素材の一つ一つの味わいを大切にしてま

す♪民家の一角をパン工房にして、無添

加のパンを販売。小麦粉は国産や地産。

また、自家採りの旬の野菜も使用してい

ます。 

■木のぬくもりを大事に■ 

使い心地のよさを大切にした木製のオリ

ジナルデザインのおもちゃ・乗り物・季

節雑貨・モビール等を制作しています。

心和むデザインと丁寧な仕上がりを感じ

てください。木工教室も行っています。 

■創作和紙人形■ 

主に手漉きの友禅紙を使用して源氏物語

や大正ロマン、長州ファイブ・山頭火・

中原中也、可愛いわらべ達などの作品を

制作しています。ちょっと珍しく、目・

鼻の付いた和紙人形です。 

Space Fantasia エステサロンさら ネイルサロンＫ－ｎａｉｌ‘ｓ リラクセーションサロンふわり 中国茶館茶座 

■日本の四季を楽しめる■ 

 生花本来の風合い、しなやかさ、みず

みずしさを残した独特の素材感を実現し

たプリザーブドフラワーを制作していま

す。“アフターブーケ”でウェディングブ

ーケに象られた「誓いのかたち」をいつ

までも楽しんでください。 

■あなたのキレイを応援■  

フェイシャルエステ、脱毛をはじめアロ

マトリートメントや痩身など、女性の美

を追求しています。また、お客様の期待

にお応えすることのできる高度な技術を

持った癒しの空間作りを目指しておりま

す。まずは、無料カウンセリングを・・・・！ 

■爪飾彩華■ 

綺麗な状態を保ち張りのある素敵な魔法

の指先へ・・そそれが、私たち K-nail's(ケ

イーネイルズ)の願いです。ネイルスクー

ルにも力を入れております。卒業生は当

社関連サロン又は関連施設にて様々な研

修を受ける事が出来ます。 

■心も体もふわりと軽く■ 

オーラソーマのボトルを通して本当の自

分に出会ってみませんか？「ふわり」で

は、オーラソーマの他にもハワイアンロ

ミロミ、タロットなど、心も体も五感か

ら癒す様々なメニューをご用意して、皆

様のお越しを心からお待ちしています。 

■大地のエネルギーを飲むお茶■ 

“冬には冬の体がほしがるお茶を”“春

には春の体がほしがるお茶を”体も作物

も季節を感じ生きてます。季節に即した

８種類の作物を配合した“茶座の新商

品”≪八宝茶（はっぽうちゃ）≫を是非、

味わってくださいね  

リンパＶｉｌｌａ山口 萩焼窯元 椿秀窯 Self Healing shop Dear Ｒａｆｉｋｉ スマイル生活・秋川牧園 

■体がすっきり■ 

女性専用のサロンとして、お客様がリラ

ックスして施術を受けられるよう配慮し

ており、心身ともにリフレッシュできる

ひと時を提供します。資格取得を目指す

スクールコースも人気があります。 

■萩焼のある素敵な暮らし■ 

悠久の時の伝統に磨かれ、陶人たちの手

と心の温もりの中で育まれてきた萩焼。 

私たちはそうした手造りの心を忘れず、

感動を持ってお使いいただける味わい深

い作品を皆様にお届けします。 

■私をもっと大切に■  

いつも頑張っている自分にご褒美を！大

切な自分自身を五感の力を使ってケアし

ましょう。あなた本来の美しい姿を引き

出し、輝かせるためのヒーリングスペー

スとして Dear は誕生しました。 

■素敵な環境を未来の子供へ■ 

環境保全型の卸し業、各種セミナー・イ

ベントの企画、自然と人に優しい製品の

開発サポート。マサイの紅茶、ケニアの

コーヒー、片山農園の柑橘類、ママンフ

ミコハニーを販売しています。 

■安心・安全・おいしい食材を■ 

スマイル生活は、生産者である秋川牧園

が自ら運営する食の宅配便です。安心・

安全のレベルはもちろん、おいしさへの

こだわりなど、厳しい基準のもと運営し

ています。 

 

■■■ ■■■  ■■■ ■■■ 

■■ネイルサロン Des Colle■■ 

１２：００～ 第１部：自宅でできる簡単ネイル＆ハンドケア 

１６：００～ 第２部：必見！プロのスゴ技これが最先端ネイルアート 

       代表安倍未来はＪＮＡ認定講師で、美容家ＩＫＫＯのネイルを手掛けた経験もあり、 

東京はもとより大阪、海外に至るまでネイルの最新情報を収集・今回提案する最先端のネイルアート

は全ての女性必見です。ｔｙｓ木村アナがプロネイリストの凄技を体験します。 

■■王丹二胡アカデミー■■ １３：００～、１５：００～ 二胡演奏   

        王丹二胡アカデミーの生徒による二胡演奏。中国民族楽器「二胡」の癒しの 

音色をお楽しみ下さい。午後から２回演奏いたします。 

■■ネイルサロンＫ－ｎａｉｌ‘ｓ■■ 

１４：００～ 「自宅でできるデコレーション携帯」：市販のものでデコができ 

ちゃう。プロが教えるデコ技術。あなたもケータイをデコッてみませんか 

 ■■山口県立大学 企画・服飾デザイン研究室■■  

１７：００～ ファッションショー テーマ：「癒し」 

山口県立大学水谷研究室の学生が、照明・音響・衣装・構成・企画・運営 

まで全て自分たちで華麗なショーを演出します。ぜひお越しください。 

作品の展示（約２０点）も行っています。当日のモデル募集中 

■■■ 起業・経営相談会 ■■■ 

経営・起業上の相談、融資・助成金情報の提供（１３：３０～１５：３０）  

担当：広島女性士業ネットワーク（Flora）、株式会社人事情報システム・広島 

    社会保険労務士・山延暁美 行政書士・楪佳子 税理士・實成滋子 

 ■希望があれば随時お受けします■

  ジャパネスクドール 長沼隆代   和紙人形 

蛤の兜作成 所要時間：１５分位 

１回４名程度、１人１５００円 

  

 

 

Space Fantasia    プリザーブドフラワー 

プリザーブドフラワー制作体験 

所要時間：６０分間 

  Ｋ‘ｓ工房 アラザン  シルバーアクセサリー 

刻印を打ってもらい、リングを仕上げる。磨きを必要とする場

合預かり、後日手渡しｏｒ郵送。所要時間：３０～６０分間 

   ホテル松政・芙蓉の間  フェア会場 

エステサロン 

さら 
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 癒し工学 Rafiki  ふわり 
 

   お問い合わせ：株式会社人事情報システム・フェア事務局：０８３－９９５－２１６１  フェアＨＰ:http://www.ylmo.com/fair/fair.html 
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