
出店名 出店内容 プロフィール ホームページ
Instagram 
アカウント Facebookアカウント 予約専用ＵＲＬ 一言メッセージ♡出店の皆様より意気込みをどうぞ！

HASAMIMADE

海を感じさせる陶器類がメインです。 
深い海の色、淡い砂浜などをイメージしている作品です。 
同時に手作りのロウソクやネックレスも販売します。

400年前から続く伝統の波佐見焼は長崎県で産まれました。洗練された新しさを感じさせ
る作品です。

＠hasamimade

Spirit of Nature Island

『アクセサリー』 
※イベント様の物は、2800円～ 

※夜光貝や、サンライズシェルを使用した物は、9800円～ 
『マーラ』 
※イベント様の物は、5800円～ 

※シルバーのチャームを使用した物は、9800円～ 
『ズパゲティポーチ、バック』 
※ポーチ3800円～ 

※バック5800円～

神が宿ると言われているHawaii、Ball、沖縄の島々より入手した物や天然石を使用して 
お守りの様な存在でありながら癒しとお洒落を楽しめるアクセサリーとマーラお作りして
います。 
いつどこに居ても、生い茂る木々達の緑と真っ青な海の側でまるで自然の中に居る時の様
に、いつも神様に守られている 
そんな感覚が貴方の元へも訪れます様に…

https://
www.spiritofnatureisla
nd.com/ ＠lei_me

https://
m.facebook.com/
SpiritofNatureIsland/

今回は、新しいデザインのバックやチャクラ対応のマーラ、 
そしてそして、バタフライエフェクト限定の夜光貝アクセサリー
を用意して行きます。 
イベントに低価格のアクセサリーも用意しますので 
是非是非楽しみにしてて下さい下さい！!

WB AROMA CARE

★過去と現在と未来を結ぶ自分の香り★スピリチュアルアロマリーディン
グ★ 
エッセンシャルオイル（精油）とは植物からの贈り物。 
精油には薬理作用だけではなく、ヒーリングエネルギーや自然界からのメ
ッセージが凝縮されています。香りは瞬時に私たちのハートを開き心に深
く眠っている潜在意識を呼び起こします。 
香りは内なる自分と感情を感じる表面意識を繋いでくれる役割がありま
す。香りへの反応から今の潜在的欲求や潜在的拒絶を紐解いていくのがア
ロマリーディングです。 
心の整理とこれからの前向きな一歩を精油たちが導きます。 
自分の手で選んだ精油は自分が進むべき未来の道しるべになります。 
リーディングで選んだアロマを使って作るアロマスプレーはあなたにとっ
て特別な香りとなることでしょう。 
◉アロマスプレー付スピリチュアルアロマリーディング Special price  1500
円 15分～20分 
◉アロマスプレー付きスピリチュアルアロマリーディング＋クラウンチャ
クラヘッドマッサージ2500円 30分 
◉アロマスプレー付きスピリチュアルアロマリーディング＋ハートチャク
ラを開くハンドマッサージ2500円 30分 
◉アロマスプレー付きスピリチュアルアロマリーディング＋ハンド＋ヘッ
ドマッサージ 3500円 40分

WB aroma care : YUKIE SATO 
スポーツアロマテラピストの資格取得をきっかけに、自然の恵みであるアロマの世界に魅
了され、ヒーリングアロマケア、マタニティアロマケア、産後骨盤矯正アロマケア、ベビー
マッサージ、ハンドヒーリング、ペットアロマ、シンギングボウルトリートメント、アロ
マリーディング、メディカルハーブ、カラーセラピー、オーガニックコスメコーディネータ
ー、数秘術など、数々の資格を取得し、海の見える完全紹介制のサロンをオープン。サロ
ン経営の傍らアロマ講座やWS、店舗のフレグランスコーディネートなどでも活動中。

www.wbaroma.com/ @wbaromacare

私もヨガやサーフィン、トレーニングなど身体を動かすことが大
好きです。 
心と身体は繋がっています。  
呼吸を深め、心と身体を繋ぎ、緩めることにより、身体本来の
自然治癒力が目覚め、 
身体は自ら整っていきます。心と身体をコネクトできると、今
自分がここにあるという 
感覚を取り戻せ、あるがままを受け入れられるようになりま
す。 
天然成分100%の植物の恵みであるアロマの力がそのサポートを
してくれます。 
いくつになっても、より美しく よりナチュラルにしなやかにア
クティブに動く心と 
身体作りのために、スポーツを愛する全ての女性にぜひアロマ
ケアを毎日の生活に取り入れて欲しいです。 
今回出店させていただくアロマリーディングをきっかけにアロ
マと仲良くなっていただけると嬉しいです。 

アロマバランス.m

アロマタッチとは… 
ヨーロッパやアメリカにおいて長い間医療に使われてきたエッセンシャル
オイル。。。その薬理効果を最大限に引き出して、こころとからだの両面
からのアプローチで自然治癒力を高めていく極上の癒しのマッサー
ジ。。。それがアロマタッチテクニックです。アロマタッチテクニックに
は４つのステップがあり、そのステップごとに選ばれた最高のオイルを使
って、こころとからだを健康な状態に保つように導いていきます。 
①ストレス②毒物によるダメージ③炎症反応（体内組織がバクテリア、外
傷、毒素、熱、その他の要因によりダメージを受けたときに、からだが細
菌などの異物に対して攻撃しようとする反応のこと） 
④自律神経失調（ストレスや免疫力の低下、炎症などの原因により、交感
神経と副交感神経からなる自律神経のバランスが崩れてしまうこと） 
アロマタッチテクニックでは、ドテラ社の、化学化合物や汚染物質を含ま
ない、100％純粋で高品質なエッセンシャルオイルの中から厳選された８種
類のオイルを使用します。とても贅沢なものです。 
金額:20分2000円

地元、宮崎の二人が最高級のオイルを使い至福のひとときへお連れします

LEA ANELA

スマホケース( ¥2,980)、Tシャツ(¥3,500)、マグカップ(¥2,400)、イラスト
原画(¥3000)、コースター(¥1,020)

LEA ANELAはハワイの言葉でLEA(幸福や喜び)、ANELA(天使、女神)を意味しており、
「自分のデザインするもので人に元気を与えたい、笑顔にしたい、世界の人にとって幸せ
を与えられる女神でありたい」そんな思いから2017年より活動を開始しました。

https://
leaanela.official.ec/

@yun.anothersky、
@yun.leaanela 

皆さまにハッピーを届けられるよう頑張ります！

ホシノウエベーカリー
自家製天然酵母パン  自家製ジュース オーガニックコーヒー パンは250円か
ら大きいのは600円まで ジュースとコーヒーは300円です

美味しい素材と自然の力をお借りしてゆっくり膨らんだパンです。１つ１つ心を込めて作
っています。 ＠hoshinoue_bakery

海の近くにすんでいます。去年サーフィンを始めました。憧れの
バタフライです！

SALVIA ayurveda

アーユルヴェーダのヘッドスパと 
アーユルヴェーダ商品の販売 
9:00から30分きざみでアーユルヴェーダのヘッドスパ 
脳によいクシーラバラタイラを使います。 
15分1500円 
30分2500円

東京都出身 
２００４年サーフィン好きが高じて宮崎へ移住し毎日サーフィン三昧の日々をおくる。 
２００７年長男を出産後、体調を崩し精神的に疲れきっていた時にヨガと出会う。 
ヨガとサーフィンのおかげでココロが元気になり体調も良くなったことで、さらに追究し
たくなり こころヨガ講師育成講座修了。 
そして ヨガを学ぶと同時にインドのアーユルヴェーダに出会う。 
一般社団法人茄子の道・宮崎アーユルヴェーダ研究所自然療法士養成校にて、アーユルヴ
ェーダの知識を学ぶ。 
アーユルヴェーダ に出会ってココロと体はつながっていることを実感しています。すべて
を認めてあげて 受け入れると本当の自分に出会える... 
アーユルヴェーダを通して 心穏やかな日々をみなさんとおくりたいです。 
アーユルヴェーダの施術時は、心を開いて すべてに感謝して 受け入れて 愛にあふれる時
間を一緒に過ごせたらと思っています。 
毎日いきいきと楽に暮らせるように、お手伝いしていきたいと思います 。 

第１期こころヨガ講師育成講座修了 
一般社団法人茄子の道・日本アーユルヴェーダ研究所 自然療法士養成校　セラピストコー
ス修了 
ＪＡＡ　アロマコーディネーター試験合格 
ＪＡＭＨＡ　メディカルハーブコーディネーター試験合格 
あーゆるケアはうす　モークシャにてセラピストとして働く 
2017年　SALVIA ayurveda オープン 

現在、11歳の重度障害をもつ息子と優しいダンナさん、ヤンチャな猫と海辺で大自然とい
っしょにのんびり暮らしてます。

http://r.goope.jp/
salvia/ @aki_ayurveda

海辺でヘッドスパ。ゆるーりしましょう♡

Felixina

限定ハーブティ¥3,000 パーソナルブレンド50杯分¥5,000テーブル Alysa 
ハーブ専門店で8年勤め退社後 
インドでアーユルヴェーダ、ハワイでロミロミを学び、現在ハーブブレンダー・ハーブ講
師・メディカルハーブコーディネーターとして日本とハワイで活動中。 

西洋医学の発展していない時代から生活に根付き、お薬のように使われていたというハー
ブ。 
ハーブのチカラで心と身体を様々な形でナチュラルにケアしているAlysaが世界にひとつだ
けのブレンドをお作りします。 
毎年人気のバタフライエフェクト限定ティーも販売いたします。 @2016felixina

AKUBI.MACRAME

麻紐や綿紐を使ってつくった 
・ヨガマットホルダー 
・プラントハンガー 
・タペストリー 
・コースター 
・バッグ 
・ピアス 
などインテリア雑貨・アクセサリーを、出店したいです。 
金額は、1,500円~28,000円くらい。 
いろんな値段です。

生まれも育ちも宮崎県。 
ヨガをのんびり楽しみながらマクラメをつくっています。

@akubi.macrame

Hawaiian Healing 
Salon Ku'uleilani

ハワイアンロミロミ （ココナッツオイルを使用したオールハンドのボディ
トリートメント） 
アンシェントメモリーオイル 
（願いや悩みをサポートするマジカルオイルを使用したセッションでクラ
イアントさまに合ったオイルをブレンドいたします。） 

ロミロミは、自然と一体となり身体、心、魂のバランスを本来あるべき状態に戻していき
ます。 
波、風のリズムで全身をほぐすボディトリートメントをしています。 
またアンシェントメモリーオイルは香りとカラーが楽しいオイルです。 
お話を伺いながら、お客様だけのオリジナルブレンドを創ります。 

https://ameblo.jp/kei-
mahana/
entry-12381802469.ht
ml ＠kuuleilani.salon

https://
www.facebook.com/
kuuleilani.aloha/

https://ameblo.jp/kei-
mahana/
entry-12381802469.ht
ml

Aloha! 
最高のロケーションで癒しの時間、心身のリラックスタイムを
お過ごしいただけますように。 
Mahalo!

moana beach
キャンドル、サンドアート、アロマランプ、ディフューザー 海を感じるキャンドル、サンドアートを作っています。よろしくお願いします！ @moana_beach_toko

anna

PARK miyakonojo 

☆オリジナルスコーン10種(250～350円) 
☆宮崎県産バジルとレモンの手作りジンジャーエール(400円)

ハワイの小さなカフェのような 
お店を作りたくて、 

2016年11月宮崎県都城市にオープンしました😊  

natural,local & organicをコンセプトに九州産やオーガニック食材を使用したオリジナルス
コーン💖  

(全国発送可💛 ) 

宮崎県都城市上町6-18 千日通り 
parkmiyakonojo@gmail.com 
TEL 0986776180 FAX 0986778191 @park_miyakonojo

https://
www.facebook.com/
PARKmiyakonojo/

昨年初出店しました💖  

今年はさらに楽しみたいです！

SURFRIDER 
FOUNDATION JAPAN

プラスチックごみを再利用したアクセサリー作りのワークショップを予定
しています（価格未定）。また、売り上げの１００％が環境保全活動へ寄
付となるオリジナル＆コラボ商品を販売いたします。 
・ステッカー：500円 
・ワックススクレーパー：800円 
・Tシャツ：3,800円 
・キャップ：3,800円～5,800円 
・サーモボトル：2,700円～5,800円

カリフォルニアのサーファー達が、自主的に始めたサーフポイントの水質調査活動。それ
がサーフライダーファウンデーションのルーツです。サーフライダーファウンデーションは
1984年にカリフォルニアで発足し、日本では1993年から活動を開始、2011年に一般社団
法人となりました。現在世界23ヶ国で活動、約25万人のメンバーがいる国際環境NGOで
す。事務局は神奈川県藤沢市辻堂海岸近くに位置し、海水の調査や海岸環境保全の啓蒙活
動を行っています。

http://www.surfrider.jp/ @surfriderjp

https://
www.facebook.com/
surfriderfoundationjap
an/

皆様と素晴らしい時間を共有、共感できることを楽しみにして
います！

声診断

パソコンを使って声診断をします。 
声の周波数を音階と色に変換して、 
顕在意識と潜在意識に内在している可能性や、心の在り方を診断します。 
本来は1時間ぐらいのセッションですが、30分以内のお試しコースとして参
加させて頂きたいです。 
30分2000円でのセッション希望です。

茅ヶ崎在住で、sup.surfingが大好きです。 
最近はsupのイベントや初めて体験の方にsupの楽しさをお伝えする機会に恵まれていま
す。 
普段はスポーツクラブでフロントをしながら、ペアストレッチトレーナーとしても活動し
ています。 
音声心理士の資格を活かして、すべての人の中に答えがあり、ステキな可能性が内在して
いることをお伝え出来ることがとても幸せに思っています。 
去年から気になっていたバタフライエフェクトに参加させて頂けたら嬉しいと思って応募
させて頂きました。

https://airrsv.net/
KOESHINDAN-MAMI/
calendar

茅ヶ崎からの参加ですが、去年から気になっていたバタフライ
エフェクト。。 
今年見た瞬間に行きたいとどんどん動き出しました。 

どうぞよろしくお願いします✨

arinomama

クレイファンデーション&チーク ・ 自然素材 / ベンガラ泥染 ハンドメイド
雑貨

arinomama ☞ ありのままに自分らしく生きていきたいという想いとその大切さを そのま
ま屋号に込めました 
⚫clay :  
クレイの良さは体感してもらい伝わると思うので直接お試ししてもらえたいたく クレイフ
ァンデーション&チークの出店・popupをしています 
お肌に合った色味を調合させてもらい 使い方をアドバイスさせてもらいます 

⚫自然素材 / ベンガラ泥染 ハンドメイド雑貨 : 

"naturalにsimpleに"をテーマに 自然繊維を編んだり・心地よいオーガニック生地をベンガ
ラ泥染めしたり... イメージをありのままに形にしていけたらとマイペースに製作していま
す 
【clay (大地から採掘された泥)】 
・ミネラルを多く含み 成分の約50～60%はケイ素(クリスタル)です 
・古くから自然療法として取り入れられ、デトックス(毒素、老廃物、重金属、農薬、放
射能物質)、 
洗浄、浄化、ミネラル補給 、傷を治したり、炎症を鎮めたり、チャクラを整えたり、感情
へ働きかけたり、、、 
湿布、パック、足湯、バス、earth make(clayファンデーション&チーク)と様々な使い方が
あり、自然な心身の働きを促進し、サポートし、癒すための手助けをしてくれます 
【clayファンデーション＆チーク】 
泥100%のナチュラルファンデーション 
なにもつけていないような軽いつけ心地で肌が呼吸できるような柔らかくてやさしいサラ
サラなお肌に 
パウダーをブラシでクルクルとのせるだけでお肌に馴染み使い続けることできめ細やかな
お肌になり素肌が美しくなっていきます 
洗浄効果があるのでクレンジングは不要です 
洗浄剤を使わなくても良いので 
お肌に刺激を与えることも本来の肌機能を失うこともなくお肌にも地球にもやさしいclay
です 
必要ない方の元へ届きますように 
arinomamaに

@arinomama_clay 
@arinomama_handm
ade 
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http://www.wbaroma.com/
http://r.goope.jp/salvia/
http://www.surfrider.jp/


R&M

藍染めの麻ひもBAG¥2500~3000、SURFピアス¥1000~、糸島野菜スムー
ジー¥500~

神奈川の葉山から糸島に移住したサーフ大好きな二人が、サーファー目線で作るバックと
ピアス（アクセサリー）の販売です。糸島のサーファーファーマーが作るオーガニック新
鮮野菜のベジタブルスムージーはハーブがアクセント！

Enjoy it!　A wonderful holiday with nature and a smile！！！

LuseaDept

海やヨガでも外れないピアス  ¥1800～¥3500 サーフィン大好きで宮崎に移住して12年！毎日サーフィンしてもつけっぱなしで大丈夫な
ピアス作ってます！ https://luseadept.com @luseadept LuseaDept青島

今年も楽しい出会い楽しみにしていまーす！新作もたくさん作
っていきますので是非見に来てくださいね！

イヤービューティ 
セラピスト協会

イヤービューティ施術体験プロモーション 耳をおしゃれに飾りながら、本来の美しい素肌を取り戻す。多くのアスリートにも愛用さ
れているイヤービューティ施術が体験できます。

https://ebta.jp @ebta_ear_beauty

https://
www.facebook.com/
ear.beauty/

https://ebta.jp/
reservation/yoyaku/?
ymd=1537747200

宮崎市移住センター
http://life-
miyazaki.com/ @iju_miyazaki_city

https://
www.facebook.com/
miyazakicity.ijucenter/

SUNOVA  JAPAN

SUNOVA SUP ボード各種　 日本上陸したたてのオールトラリア発のSUNOVA。そのパフォーマンス、デザイン性、軽
さ、頑丈さなどetc,,他のボードでは体験することのできないボードを是非、この機会にお
試しください。会場には、安定性に優れた初心者の方にぴったりなものから、wave用、
レース艇など多様なボードを展示します。ブースに遊びにきてくださいね！ https://

sunovasurfboards.co
m/ @sunovajapan

https://
www.facebook.com/
Sunova-Surfboards-
Japan-133279377018
8443/?ref=settings

初めての参加です。どうぞよろしくお願いします。

SAN BARCO 24日参加者ランチ提供（出店はなし） ＠sanbarco0706
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http://life-miyazaki.com/
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