
第      3      回ココはぁと。出展者ブースリスト  

セラピー部門ブースリスト

1：みやびのカードリー

ディング

出展ジャンル

セラピー

ブースの紹介文

ソウルメイトカード、マーメイド＆ドルフィンカードを用いて、あなたに必要

なメッセージを届けさせて頂きます。

カードリーディングの時間が、あなたの何かのお役にたてれば幸せでご

ざいます(*^^*)

ブログまたはホームページ（URL）

みやびさん

2：命の水の心癒し 出展ジャンル

カードリーディング・ヒーリング・マヤ暦メッセージ

ブースの紹介文

水の波動を使ったチャクラヒーリングカードリーディングマヤ暦からのお

試しメッセージをお伝えします。

ブログまたはホームページ(URL)
ゆーか∞さん http://ventdoux.main.jp/index.html

3：はぐほぐ～心を hag
して身体をほぐす～ 

出展ジャンル

タロット・リーン・カラーセラピー・座位でのプチマッサージ 

ブースの紹介文

個人セラピストの集まりです。癒しのイベントに参加＆企画をしています。

いっちー はぐほぐセラピスト

ブログまたはホームページ（URL）

まゆみさん http://ameblo.jp/iyasinokobeya/ 
いっちーさん

http://ventdoux.main.jp/index.html
http://ameblo.jp/iyasinokobeya/%20


4：クンルンネイゴン 出展ジャンル

癒し・覚醒

 

ブースの紹介文

崑崙山脈に伝わる一子相伝の秘法。

ブログまたはホームページ（URL）

ひでちゃんまんさん http://www.goldendragonbody.com/

5：癒し手　ちはる 出展ジャンル

オーラソーマ

ブースの紹介文

チャクラに対応したオーラソーマボトルの中から好きなボトルを選んでい

ただき、そのカラーオイルを使ってハンドマッサージをさせていただきま

す☆ボトルの優しいエネルギーに是非癒されてください♪

レイキも入れて心をこめて施術させていただきます＾＾

その他、色々考え中♪是非遊びにいらしてくださいね☆

ブログまたはホームページ（URL）

ちはるさん http://ameblo.jp/haruwo-kobeya/

6：ウェルビーイング彩

（ｓａｉ）

出展ジャンル

タロット

ブースの紹介文

金沢の町屋風のヒーリングサロン「ウェルビーイング」彩です。

オーラソーマをはじめ、ルーンやレイキ、チャクラ、波動修正、東洋医学

などのヒーリングセラピーのセラピストとして活動しています。イキイキした

軽やかな人生をサポートするお手伝いができたらと思っています。 

タロットなどカラーセラピー、ルーンリーダー、レイキ、オーラソーマセラピ

スト養成コースなど、スクールも開講しています。月に一度ヒーラーオフ

会「彩カフェ」を開催☆ 皆様との出会いを楽しみにしております。

ブログまたはホームページ（URL）

ウェルビーイング彩さん http://www.wellsai.com/

http://www.wellsai.com/
http://ameblo.jp/haruwo-kobeya/
http://www.goldendragonbody.com/


7:ＨＡＰＰＹ ＳＯＵＬ 出展ジャンル

カードリーディング、チャネリング、天然石の御守り

ブースの紹介文

北九州市在住で、地元を中心にカードリーディングやチャネリングでの

セッション、タロット教室の開催、天然石の御守り作りなどで活動していま

す。カードは、主にドラゴンタロット・女神のガイダンスオラクルカードを

使っています。今回、初めての関西進出なのでとっても楽しみにしてい

ます。どうぞ、宜しくお願いいたします。

ブログまたはホームページ（URL）

HAPPY SOUL さん http://ameblo.jp/happysoul-tatsumi

8:キラキラエンジェル 出展ジャンル

禅タロット・シーターヒーリング・耳つぼジュエリー・サンキャッチャー　　　

ブースの紹介文

シーターヒーリングを取り入れた禅タロットリーディング

＊自分の内面を見つめ、本当の自分自身に気づいて、なりたい自分に

なろう・・・。 

１０本のカラーボトルから、今の自分に必要な色を見つけましょう！

そして、その必要な色をイヤージュエリーとして身につけましょう。（１粒

サービス・追加１粒５００円） 

サンキャッチャー小物も販売致します。 

見も心もお部屋もキラキラでいっぱいになりましょう（＾＾） 

ブログまたはホームページ（URL）

ラッキー姉さんさん http://ameblo.jp/terukoamour
葵さん http://mixi.jp/list_mutual_friend.pl?id=12792020

9：真音Maon 出展ジャンル

靈氣・靈氣マッサージ

ブースの紹介文

滋賀で靈氣ヒーリングを中心に石とのワーク、カードリーディングをして

います。靈氣ヒーリングでは本当の自分に戻れるお手伝いが出来るよう

に心がけています☆

マッサージは靈氣を入れながらしますので、心に働きかけて心身ともに

癒すことが出来ます。ぜひ、お立ち寄りくださいませ。

また、今回を機にいろんな方との出会いを楽しみにしています。よろしく

お願いします☆

ブログまたはホームページ（URL）

真音Maon さん http://mixi.jp/show_friend.pl?id=40854501

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=40854501
http://mixi.jp/list_mutual_friend.pl?id=12792020
http://ameblo.jp/terukoamour
http://ameblo.jp/happysoul-tatsumi


10:お母さんのための

初めてのカウンセリン

グ strength 

出展ジャンル

心理カウンセリング 

ブースの紹介文

初めまして、大阪、神戸を中心にカフェや、ルームで気軽にカウンセリン

グをさせて頂いています。

今回の出店内容は以下なってますので、宜しくお願いします m(._.)m 

☆言語によるカウンセリング 

☆エゴグラムによる自己理解 

☆TCカラーセラピー 

ブログまたはホームページ（URL）

strength さん http://ameblo.jp/familycounselor/ 

11：くるりんぱ 出展ジャンル

セラピー

 

ブースの紹介文

ありとあらゆる外側のことをウォッチして、少しつかれていませんか？レイ

キ、筋肉反射テスト、カウンセリング等を通じて「くるりんぱ」と、あなたの

内側のエネルギーに気づくお手伝いをさせていただきます。 

ブログまたはホームページ（URL）

Ihdob（Bodhi Dharma)さん http://mixi.jp/show_friend.pl?id=23627987

12:マヤ暦＆ハンドリラ

クゼーション

出展ジャンル

セラピー

ブースの紹介文

おかちゃん・おみちゃんのマヤ暦アドバイス

＆ハンドリラクゼーション KiKi(KiKiさんは滋賀県から来られます) 

ブログまたはホームページ（URL）

おみちゃんさん http://mixi.jp/show_friend.pl?id=23006661
おかちゃんさん

KiKi さん

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=23006661
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=23627987
http://ameblo.jp/familycounselor/


13: びむらん☆スリーイ

ンワンでぴっかぴか♪ 

出展ジャンル 

ヒーリング・自己探求・自己発見

ブースの紹介文 

「ライフ・ファシリテーター/ストレス・コンサルタント」のびむらんのブースで

す。 「スリーインワン」というアメリカで開発されたホリスティックな技術を

使って、自分らしく生きるお手伝いをしています。自分の中にある様々な

可能性を引き出す、とても有効で面白いテクニックであり、また未来を思

うように創り出す、とってもパワフルなものです。 是非体験してみてくださ

い。 ご希望の方には、フットケアーマッサージ、耳つぼもさせていただき

ます♪

ブログまたはホームページ（URL） 

びむらんさん http://www.vimlan.jp 

14:ヒーラー☆奈良の

おっちゃん

出展ジャンル

岩盤浴【頭スッキリ！】ヒーリング

ブースの紹介文

パワフルなのに女性に優しいヒーリングをお届けします。。

どんな症状も諦めないで下さいね～♪ 

お手持ちのパワーストーンに【氣】を入れます。 

※イベントでは大好評ですので、なるべく早めにお申し出下さいね～♪ 

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

奈良のおっちゃんさん http://m-pe.tv/u/?naginami

15: 「あわならカフェ」 出展ジャンル

コーヒーの販売 

ブースの紹介文

塚田さん（クリシュナ）からの紹介で、参加させていただくことになりました。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

 劉栄美さん http://ameblo.jp/awanara/

http://ameblo.jp/awanara/
http://m-pe.tv/u/?naginami
http://www.vimlan.jp/


16:☆ふたつの星☆き

らきら 

出展ジャンル

ﾋｰﾘﾝｸﾞ＆手作り品の販売 

ブースの紹介文

ゆりすが、あなたの「体」の声を聴き、調整します 。本来のあなたになっ

て、ゆったりと前へ進んでる自分に気づくでしょう。 

プリヤが、見て！着て！癒される、きれいな虹色 T シャツやソックスの販

売をします 。

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

聖母ゆりすさん http://yuriearthsky.sakura.ne.jp/
プリヤさん http://art8priya.web.fc2.com/index.html

17: 癒しのスペース　白

魔堂 

出展ジャンル

タロットリーディング

ブースの紹介文

尼崎は塚口からの出展になります、白魔堂と申します。

タロットリーディングを元に、プロの心理カウンセラーがあなたのお悩み

を軽くするお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いいたします。

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

月影さん http://www.siromado.com 

18:極美(GOKUBI) 出展ジャンル

ハンドマッサージ

ブースの紹介文

オゾンとマイナスイオンのエアーで泡立てたクリーミーな泡でのハンド

マッサージ♪ 

お肌に刺激を与えない、安心で優しい～新感覚！のハンドマッサージ

です。宜しくお願い致します。 

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

でこさん http://mixi.jp/show_friend.pl?id=25090183

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=25090183
http://www.siromado.com/
http://art8priya.web.fc2.com/index.html
http://yuriearthsky.sakura.ne.jp/


19:整体療術院　はる 出展ジャンル。

整体 

ブースの紹介文。

ボキボキせずに

気持ち良く痛みやコリがとれる整体です☆ 

受けた人が笑顔になって今度は周りの方々を

幸せにするような整体を提供します（＾－＾） 

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

整体療術院はるさん http://ameblo.jp/higurashiya/ 

20:はっぴーワールド 出展ジャンル

ボイスハンドヒーリングとまほろばワーク

ブースの紹介文

即興ボイスによる癒しと椅子をつかった関係性のワークやカードワークな

ど

ブログ・ホームページがあれば教えて下さい（URL）

はっぴーさん http://mixi.jp/show_friend.pl?id=2433179

21：ヒーリングルーム 

Laku Jitu

出展ジャンル

セラピー&アジア雑貨

ブースの紹介文 

SenseFeel～HIMITOより～セラピーの方では‥今回は、新たにメニュー

に加わりました。 

・エンジェルカードリーディング

《～あなたの心に光りの風を～天使からのメッセージをお伝えいたしま

す》 こちらのカードリーディングを 無料セッションさせていただきます。 

・グラスルーエセラピー

《キラキラ輝く１２色のガラスキューブより 今の心理状態と 今必要なカ

ラーがわかります》 こちらのグラスルーエをご希望の方は カードリーディ

ング（一枚引き）と合わせて特別価格２０分５００円にてセッションを受け

ていただけます。  

ヒーリングルーム Laku Jitu より。アジア雑貨の販売です。 

トクさんの セレクトした可愛くて おしゃれな アジア雑貨。今の季節にピッ

タリな 商品をご用意させていただいてます～楽しみにしていて下さいま

せ～ 

ブログまたはホームページ（URL）

HIMITO さん http://ameblo.jp/4036908hmt9/
トクさん 

http://ameblo.jp/4036908hmt9/
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=2433179
http://ameblo.jp/higurashiya/


22:そよ風ぱわんの遊

び場お絵かき

出展ジャンル

癒し系お絵かき

ブースの紹介文

お気軽に楽描きできる遊び場です～色々と、遊び心で遊びましょ～

ブログまたはホームページ（URL）

パワンさん http://www.kirakira510.com/ 

出展募集中！

創作同人誌部門ブースリスト

1：朝までナマステレビ ジャンル

創作文芸

ブースの紹介文

通分ができない頭でもスラスラ読める小説を発行しています。小説読ん

で人生を悟り心を癒しましょう。

ブログまたはホームページ（URL）

あさくらとうきさん h  ttp://asakura.ram.ne.jp/  

出展募集中！

http://www.kirakira510.com/
http://asakura.ram.ne.jp/
http://asakura.ram.ne.jp/

