B MPトレーニング／整体院 ももの花

エリア

11月1日、整体院『ももの花』が、鳥谷野に続き伊達にもパーソナルジ

カウンセリングにこだわり！
コンテスト受賞者が多数在籍しているのも魅力

「マンツーマンで丁寧に指導します！」

整体院による新パーソナルジム

B HAIR ＆ MAKE EARTH 福島イオン通り店

エリア

細やかなカウンセリングにより、一人ひとりの髪質・顔型、生活に合

ムをオープン！整体院が得意とする神経・筋肉・心肺機能についての学

わせた最善のメニューを提案してくれる。トリートメントやカラー剤、

術的観点、実績の高い「Dr.トレーニング」監修のメニュー、管理栄養士・

などの薬剤も、オーガニック製品からダメージを最小限に抑えるものま

保健師による栄養管理で理想の身体へ導く。

で種類豊富。お客さん自らが納得して最適なものを選ぶことができる。

歪み＆体成分の簡単診断
無料

コテによるヘアアレンジ
10分・無料

姿勢の歪みや筋肉量など自分の身体
がわかる！健康アドバイス付き。

ももの花

南福島院

パーソナルトレーニング
＆猫背矯正体験
無料

パーソナルトレーニングと猫背矯正
施術を約10分程度、手軽に体験！

☎024-502-8212

す福島市鳥谷野字舘５番
か ９：00〜11：30／14：00〜19：30
（ 水・ 土 曜 日
午前は９：00〜13：30）
※ジムは９：30〜21：00
け毎週水・土曜日午後、日曜祝日
（ジムは土・日曜
祝日営業） もあり
https://www.momonohana-seikotsu-fukushima.com/

伊達院

☎024-502-7882

す伊達市坂ノ上９-１
か９：00〜13：30／16：00〜20：30
（土曜日は９：00〜11：30／13：30〜16：30）
※ジムは９：30〜21：00
け毎週水曜日、
日曜祝日
（ジムは土・日曜祝日営業） もあり
https://www.momonohana-seikotsu.com/

プロの技でヘアアレンジ！リングライ
ト照明で写真を撮ってインスタへ！
HAIR ＆ MAKE

ネイルのバッファーがけ
10分・無料

爪の形を整えるのが美ネイルへの一
歩。プロのバッファーがけを体験！

EARTH 福島イオン通り店

☎024-558-8808

す福島市南矢野目字清水前30-1 へカラー・パーマ９：00〜17：00、
カット９：00〜18：00
（＜金・土曜日＞
カラー・パーマ〜18：00、カット〜19：00、＜日曜祝日＞カラー・パーマ〜16：00、カット〜17：00）
※パーマ・縮毛矯正はカラー・パーマの１時間前 け年中無休 も30台 https://hairmake-earth.com

B トレーニング＆整骨院 ボディクト

エリア

悩みに合わせてトータルケア！
ストレス解消や睡眠、栄養摂取などのアドバイスも

レクチャー担当の尾形さん
（右）
と三浦さん
（左）

身体をキレイに導く3大プラン

A chiropractic＋esthe Studio Traüm（スタジオ トラウム）

エリア

「的確な施術」と「プライベートジム」が一体になっており、プロアス

身体の歪みを取り除くことで痛みや不調を軽減し、さらに睡眠・栄

リートも来院する整骨院。今回は院長の尾形さん、ピラティスの三浦さ

養・運動の面からもサポートすることで生活習慣を改善へ導いてくれる。

ん、ヨガの千田さんが「キレイづくり」をレクチャー！当日は各40分ご
との入れ替わり制。

イベントでは、カイロプラクティックの実際の施術を体験できる。

猫背・くびれ・美脚 ピラティスで体幹 初めての方でも安心 !
トレーニング！
トレーニング！
身体すっきりヨガ
40分・無料
40分・無料
40分・無料
トレーニング＆整骨院
す福島市堀河町１-７ 101号
け毎週日曜日 も３台
https://bodyct.jp/

「店に通わなくても元気な状態を維持できる」ことを目標にケアを行う。

ボディクト

☎024-573-2220

か９：00〜21：00
（土曜日は〜15：00）
※予約が埋まり次第終了

カイロプラクティック施術体験
１回1,000円
（約10分）
骨盤矯正＋肩・首、背中・腰、脚の
カイロ施術を気軽に体験しよう。
chiropractic＋esthe Studio

選べる栄養素の
サプリメントを進呈！

不足しがちなミネラル・コラーゲン・
アミノ・ビタミンから選ぼう。

Traüm（スタジオ トラウム）

す福島市伏見拝字台田19-4-A
か９：00〜17：00
（予約があれば時間外も営業）
け不定休 も２台

☎090-8781-5472（完全予約制）

C ホンダカーズ福島

エリア

”

ホンダイチオシの車、「FREED」
・「NBOX」
・
「N-WGN」
の展示や試乗体験。

福島太平寺店

☎024-545-2511

ミニカーをプレゼント！
無料

アンケートに答えて、オリジナルミ
ニカーをゲットしよう（数量限定）
！

鎌田店

☎024-553-3541

す福島市太平寺字過吹１
か10：00〜19：00 け毎週水曜日、12/27〜1/3

す福島市鎌田字樋口５-２
か10：00〜19：00 け毎週水曜日、12/27〜1/3

吉倉店

矢野目店

☎024-546-7138

す福島市吉倉字谷地６-１
か10：00〜19：00 け毎週水曜日、12/27〜1/3

☎024-555-0051

す福島市南矢野目字菅原50-22
か10：00〜19：00 け毎週水曜日、12/27〜1/3

「ディズニー英語システム」は言語学だけでなく、発達心理学も研究し、

子育て世帯等の住まい探しを支援

子育て世帯、高齢者、障がい者等のすべての方々が笑顔で安心して住

C LARGE LAB TOWN（ラージ ラブ タウン）

エリア

人気のセレクトショップ！
お気に入りのアイテムを見つけよう！

人気車種の展示・試乗
無料

ⒸDisney ⒸDisney/Pixar

A 福島県耐震化・リフォーム等推進協議会 福島県居住支援協議会

エリア

住まいの不安や疑問など一級建築士に相談できる

月にデビューした新型「ＦＲＥＥＤ」も試乗できる！

広々空間がファミリーに好評の「FREED」や女性にも使いやすく人気
の「N-BOX」など人気車種を扱う。当日は乗って体感してみよう！

ディズニー英語を楽しく体験
絵本やカード、映像で自然と英語が身につく！

みて乗って！ホンダのくるま”

10

A ワールド・ファミリー株式会社

エリア

赤ちゃんからシニアまで楽しめる「ファミリー型セレクトショップ」。

子どもたちの成長に合わせて、段階的に進められるように開発されてい

まえるよう、行政と関係団体等が一体となって住まい探しを支援する。

10月には新たに「LARGE LAB」もオープン（Ｐ142に詳細あり）。国内外

る。だから、無理なく自然に、母国語を覚えるように英語が身につく。

住まいづくり（リフォーム）の助成制度や工事契約前・施工中の留意点に

の人気ブランドのファッションアイテムが豊富に揃う。イベントでは、

ぜひこの機会に「ディズニー英語システム」の世界を体験してみよう！

関しても専門家がアドバイス。台風被災者の方の相談にものってくれる。

この冬におすすめのキッズ＆レディースアイテムを販売！

無料サンプルセットとミッキー＆ミニーのエコバッグプレゼント

出前なんでも相談会 無料

キッズアイテムの販売

簡単なアンケートに記入すると、子ども向け家庭用英語教材
「ディズニー英語シ
ステム」
の楽しい無料サンプルセットとオリジナルのミッキー＆ミニー・エコバッ
グをプレゼント！子どもと一緒に立ち寄ろう♪

後悔しないための家づくり・
リフォームセミナー 無料

賃貸住宅の契約での困りごと、耐震・
修理・見積もり、水害被災など住ま
いのことなら何でも相談を。

ワールド・ファミリー株式会社

福島県居住支援協議会

https://world-family.co.jp/

す福島市五月町4-25 福島県建設センター５階
け土・日曜祝日 もあり
https://www.fukushima-kyojushien.jp/

住まいに関するトラブルと対策・心
構えがわかる講座は13時30分から！
☎024-563-6213

か９：00〜17：00

取り扱いブランド（一例）／
「F.O.KIDS」
「seraph」
「AMPERSAND」
「THE NORTH FACE」
「 CHUMS」
「RALPH LAUREN」他

レディースアイテムの販売

取り扱いブランド（一例）／「Johnbull」
「ungrid」
「LAGUNAMOON」
「RALPH
LAUREN」
「 COLUMBIA」
「 J.CREW」
「W.W.O.F」他

LARGE LAB TOWN

☎024-535-6355

す福島市野田町3丁目10-28 か11：00〜20：00
け無休 もあり
http://www.large2001.com/

B ヤマハユニスタイル ミュージックアズム福島

エリア

お子様向けの「ヤマハ音楽教室」
「ヤマハ英語教室」や、「ヤマハ大人の

安全でおいしい水を試飲しよう
家族にも一人暮らしにも便利なサーバーを試そう

アンケートに答えると素敵なグッズのプレゼントも

習い事の悩みを解決しよう！

C CreCla（クリクラ）

エリア

宅配水業界大手の『クリクラ』。最先端の技術で不純物や雑味を取り除

音楽レッスン」と幅広い世代から愛される。ヤマハのライセンスを持つ

き、赤ちゃんのミルクや離乳食にも使えるほど安全な水を提供している。

優秀な講師陣がカリキュラムを担当。安心して受講ができる。イベント

ミネラルを多く含んだ軟水は、口当たりが良く飲みやすい。イベントで

では子育てに役立つ資料を配布。スタッフに習い事の相談もできる。

は試飲はもちろん、サーバーを実際にチェックできる。

キラキラシールのプレゼント
無料

ガラポン抽選会

SNSの フ ォ ロ ー ＆ リ ツ イ ー ト で
キラキラシールをプレゼント！
ヤマハユニスタイル

習い事相談・子育て資料の配布
無料

ブースでは、お子様の習い事相談や、
子育てに役立つ資料の配布を行う。

ミュージックアズム福島

す福島市南矢野目字道下35-7 か10：00〜18：00
け毎週月曜日 も15台
https://www.ongaku-azmkan.co.jp

☎0800-800-4005

無料

試飲をすると、ガラポン抽選ができる。景品は、CMでおなじみの人気キャラク
ターグッズなどを用意。さらに、小さい子には風船のプレゼントを予定している。
気軽に来場しよう！

クリクラ
す福島市南沢又字中琵琶渕73 か８：00〜17：30
け日曜祝日
（土曜日は不定休） もあり
https://www.crecla.jp/

☎0120-0322-50

C 生活協同組合パルシステム福島

エリア

D 寿建設株式会社×トライアロー株式会社

エリア

子どもも夢中に!?重機VR体験

“ふくしま愛”にあふれた「ふくしま手帳2020」のイベント限定表紙を

福島市「寿建設株式会社」の声から生まれた、重機シミュレーターアプ

安全な食材を、週に１回自宅までお届け。生鮮品やミールキット、便利

販売する。手帳の中身は366個のふくしま雑学や手帳発行10周年を記

リ「重機でGo」。普段は触れることすらできないショベルカーの本格的

な冷凍品や日用品まで、充実のラインアップで毎日のくらしをサポー

念した特集など、予定がなくてもさびしくない内容になっている。当日

な操縦が、アプリで手軽に体験可能！旋回やアーム開閉を駆使してミッ

ト！離乳食など子育て中にうれしい商品も豊富に揃う。

はオリジナル顔出しパネルも設置するので、ぜひ撮影しよう！

ションを達成しよう。ゲーム感覚で楽しめる。

人気ヨーグルトの試食

無料

ふくしま手帳 販売
１冊・1,200円

北海道産の生乳を70％使用したヨー
グルト。人気商品を味わってみて！

ガラポン抽選会を開催！

子ども連れ対象の抽選会。景品は数
量限定なのでお早めに！ガラポンは、
ハズレくじ無し！

生活協同組合パルシステム福島 郡山センター

☎0120-972-982

す福島市桜木町１-６（福島事務所） か９：00〜17：30
け毎週土・日曜日 もあり
https://www.palsystem-fukushima.coop/

手帳１冊購入ごとに「ミニミニ手帳」
（メモ帳）
を１冊プレゼント！

顔出しパネル撮影コーナー
無料

１人撮影するごとに「ミニミニ手帳」
（メモ帳）
を１冊プレゼント！

ふくしま手帳編集室（株式会社日進堂印刷所）

☎024-594-2211
（代）

す福島市庄野字柿場１-１
か８：30〜17：15 け毎週土・日曜日
https://www.nisshindo.co.jp/fukushimatecho/

B マーキュロップふくしま

エリア

本当に重機を運転しているみたい！
迫力のVR版で楽しく体験できる。

写真で見る建設業

無料

写真家・山崎エリナ氏が撮影した写
真から建設現場の情熱を感じよう。

寿建設株式会社

A 北洲ハウジング福島支店

エリア

☎024-543-0511

D 東北電力 福島支店

エリア

病気やケガをしたときに医療機関に持っていく「健康保険証」は、いつ
でも誰でも平等に医療サービスを受けるための証明書。
将来も安心して医療を受けられるよう、あなたや家族の「健康」を考え

「ベジチェック」 無料

皮膚のカロテノイド量を測定する機器「ベジチェック」であなたの野菜充足度を測
定。専用の端末センサーに手を当てるだけでOK！同時に医療保険制度のアンケー
トも実施。

全国健康保険協会（協会けんぽ） 福島支部

☎024-523-3916

す福島市栄町６-６ NBFユニックスビル 8F
か８：30〜17：15 け土・日曜祝日
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukushima/

B ソニー生命保険株式会社

エリア

子どもの手形を作っちゃおう
前イベント風景。手形色紙完成には数日かかる

IHで暮らしをもっと快適に♪
ＩＨクッキングヒーターの解説付き実演に注目！

「本物の家」を求める方に

あなたの｢健康｣を考えてみよう

てみよう。詳しくはホームページをチェックしてみて！

す福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1 か８：00〜17：00 け毎週日曜日 もあり
https://www.kotobuki-c.net/
※
「重機でGo」
に関してはhttp://juki-de-go.com/まで
（開発元：トライアロー
（株）
）

大屋根デザインが
『北洲ハウジング』
の個性だ

ボトルを持ち上げずにセット可能な「ｓｉｔａｋａｒａ」

飲むなら「富士山の天然水」！

「重機でGo」
VR操縦体験
無料

A 協会けんぽ 福島支部

エリア

過去のイベントでの様子

土を上手にすくってダンプカーに入れられるか？

生協の宅配『パルシステム』は、国産・産直・環境にこだわり、安心、

イベント限定表紙をゲット！
イベント限定表紙は数に限りがあるのでお早めに

「こんせん君」を目印に遊びにきてね！

生活に安心＆ハッピーをお届け

A 日進堂グループ ふくしま手帳編集室

エリア

自社配送にこだわり、自然本来の美味しさを生かした天然水を届ける

北欧テイストの上質な住空間と北海道基準を超える断熱性能で快適な

当日は、IHクッキングヒーターを使ったお手軽メニューの紹介や試

ママ達が安心して働けるように、保険と金融のプロである「ライフプ

『マーキュロップ』。当日は足元交換タイプの「sitakara」の展示や試飲な

住まいを提供。当日は、同社住宅の紹介とともに福島市と郡山市にある

食、「くらしのトータルサービス」などを紹介予定。東北電力の「ホーム

ランナー」が子どもの学費やお金の貯め方をサポートする『ソニー生命

どを実施。また簡単なアンケートに答えると、抽選で冬にうれしいプレ

モデルハウスへ来場した際に引換できる記念品プレゼント券や、県北の

アドバイザー」が、IHクッキングヒーターの使用方法やお得な電気料金

保険』。自宅、郡山支社のほか、福島市の「MAXふくしま」３階の「特設

ゼントが当たる！外れてもコーヒーパックを進呈。

宅地情報など家づくりに役立つ資料も用意。

プランなどをアドバイスしてくれる。

ライフプランニングルーム」でも相談が可能だ。

お試しドリンクの提供
無料

モデルハウス来場記念品プレゼント券を配布
券を持参して福島市、郡山市のモデルハウスに来場すると記念品をプレゼント！

お手軽メニュー紹介＆試食
無料

北洲ハウジング福島支店

東北電力

おいしい富士山の天然水で作った
コーヒーやカルピスなどが飲める。

マーキュロップふくしま
す福島市飯坂町湯野字穴原27-２
か９：00〜18：00
け日曜祝日、12/30〜1/4 もあり

子ども向けパター＆
プレゼントガチャ 無料

パ タ ー を し て メ ダ ル を ゲ ッ ト！ ガ
チャガチャを回して景品をもらおう。
☎0120-032-435

す福島市南沢又中琵琶渕38 か10：00〜19：00
け毎週水曜日 もあり
https://www.hokushuhousing.co.jp/

☎024-573-6231

IHの特徴を活かしたお手軽料理を試
食付きで紹介。
福島支店

す福島市栄町7-21
か９：00〜18：00
（土曜日は〜17：00） け日曜祝日
https://www.tohoku-epco.co.jp/

くらしのトータルサービス
無料

IHの使用方法、省エネのコツ、電気
料金プランの提案など。
あ0120-175-466

子どもの手形作成・名前ポエム付き色紙をプレゼント！
５分・無料

子どもの手形を残すワークショップ。後日、スタッフが名前にちなんだポエム付
き色紙を進呈。届け時に20分の企業PRが条件。

ソニー生命保険株式会社
す郡山市駅前2-11-1ビッグアイ19階
か9：00〜17：00
（電話受付は〜20：00）
け不定休
（土・日曜日は面談可） もなし

郡山支社

☎024-922-7311

SL19-3390-0100

little bear garden（りとる べあ がーでん）

D 暮らしづくり ベーグル＆コーヒー

エリア

郡山市のコーヒーとベーグルの専門店。

北海道産小麦と白神こだま酵母で作るベー
グルと、厳選した豆を使ったコーヒーを販
売。今回は、秋冬の看板メニューを提供！

☎024-955-6180

す郡山市日和田町字西中島14-1
か10：00〜17：00※売り切れ次第終了
け第３月曜日

●オニオングラタンベーグルの
オープンサンド� 380円
●なめこのグラチネのオー
プンサンド�� 380円
●種子島純産安納芋のベー
グル����� 270円
等、地元食材を使ったベー
グルを中心に約20種

●東京・ONIBUS COFFEE、京都・
CLAMP COFFEE SARASAの
焙煎コーヒー�� 400円

D valo（バロ）

むほどに小麦の味が広がる人気味をぜひ。

☎024-521-0114

す福島市仲間町１-９ か11：00〜18：00※な
くなり次第終了 け毎週日・月曜日

D 會ベーグル

エリア

2015年９月にオープンした会津若松市
のベーグル専門店。北海道産小麦を100％
使用して作るこだわりのベーグルはモチモ
チ！油脂、卵、牛乳、食品添加物不使用。

☎0242-23-7775

す会津若松市大町一丁目８-13 か11：00〜売り切
れ次第終了 け毎週月曜日（祝日は営業、翌日休み）

エリア

●いちじくとローストくるみ
のカンパーニュ� 330円
●煮りんごとクリームチーズ
のカンパーニュ� 390円
●森のカンパーニュ 410円
●valoカンパーニュ 380円
●シナモンロール 350円
●甘くないピーナツバター
サンド���� 380円
●コッペパンサンド 420円
●スコーン��� 270円
●シュトレン� 1,500円
●その他焼き菓子

D Berry.J S.Doller（ベリー・ジェイ・エス・ドーラー）

エリア

南会津郡下郷町に工房を構える。ベーグ
ルやカンパーニュが好評。国産小麦100％、
白神こだま酵母を使用し、生地は小麦、酵
母、きび砂糖、粗塩のみで焼き上げる。
問 leaf.on.pan@gmail.com
す南会津郡下郷町大字中妻字西暮563

D ぴー・ポコ・ぶー

●クロワッサンダマンド

������� 180円

●キッシュ��� 500円

ケーキや菓子類はお土産にもぴったり。

☎024-535-8223

す福島市山居70-４ か10：30〜19：00
（ 日曜祝
日は12：00〜18：00）
※各40分前LO
け毎週月・火曜日、第５日曜日
（祝日は不定休）

●マフィン��� 400円
●シフォンケーキ 350円

●スコーン��� 200円
●ブラウニー�� 370円
●焼菓子各種� 150円〜

●ライ麦カンパーニュ（ハーフ）
������ 450円〜
●さつまいものぱん 250円
●くりのあんぱん 250円
●焼きカレーパン 250円
●きのこのグラタンパン
������� 260円
●りんごとクリームチーズ
������� 260円
●コーヒー＆キャラメル
������� 250円

エリア

●ハニートースト 180円

信夫山のふもとに店を構えるカフェ。味
はもちろん見た目もかわいらしいスイーツ
や、軽食を味わえる。テイクアウトできる

●全粒粉ベーグル 190円
●チョコベーグル 220円
●もち麦ベーグル 230円
●いちじくベーグル…240円
●ベーコンチーズペッパー
ベーグル��� 280円
●くるみあんこサンド
������� 280円
●厚切りベーコントマト
チーズサンド� 390円

D パン香房 Leaf（リーフ）

エリア

石臼引き粉や全粒品をブレンドし、低温
で長時間発酵。硬めに香ばしく焼き上げた
カンパーニュなどのハード系が評判だ。噛

10

卸を中心に行うパン店。営業は毎週土・

日曜日のみで、お得な
「パンの福袋」
（1,080
円）を限定販売。当日は多様なパンの他、
人気のタピオカドリンクも販売する。

☎024-545-3332

す福島市黒岩字中沖15-１
か10：30〜15：00※なくなり次第終了
け毎週月〜金曜日

●クロワッサンボックス
������� 550円
●あっぷるペストリー
������� 200円
●くるみとレーズンのカン
パーニュ��� 550円
●バターたっぷりクロワッ
サン����� 200円
●バターたっぷりロールぱん
������� 200円
●みそ味UFOぱん… 200円
●タピオカミルクティ
������� 300円

ダイエット・美容におすすめ! !
中央の「ザバス」は女性に大人気のミルクティー風味

光を効果的に使った庭の施工例。「タカショー」第
回光の施工例コンテスト・グランプリ大賞受賞

オシャレなフォトブースを演出

B 株式会社 明治

エリア

独創性の高い提案力と確かな施工技術で、世界に一つだけの庭＆エク

「ザバス シェイプ＆ビューティ」は、運動による引き締めをサポート

ステリアを叶えてくれる『little bear garden』。光を効果的に使った庭

する「大豆プロテイン」と、美容にうれしい「フィッシュコラーゲン」を配

は評価が高く、様々なコンテストでも輝かしい成績を収めている。そん

合。また、鉄・カルシウムなどのミネラルや、ビタミンC・Eなどで内

な同社が手がけるフォトブースをお楽しみに！

側から女性のキレイをサポートしてくれる。

素敵なフォトブースを
プロデュース

女性向けプロテイン試飲
＆コラーゲンパウダーお試し 無料

イベントの記念に、家族や友達と写
真を撮ってみよう！

little bear garden

各種施工例やガーデン
ファニチャーなどの紹介

これまでに手がけた施工例や、高品
質ガーデンファニチャーの紹介も。
☎024-573-2843
（事前予約制）

す福島市上鳥渡字しのぶ台78-６ か9：00〜18：00
（予約があれば時間外も対応）
け毎週日曜日
（予約があれば対応） もあり
http://littlebear-garden.jp

「ザバス シェイプ＆ビューティ」
「ア
ミノコラーゲン プレミアム」を用意。
株式会社

「ほほえみ」
「ステップ」
ミルクのサンプリング 無料

赤ちゃん連れで、希望の方、月・年齢
に応じたミルクのサンプルプレゼント。

明治 郡山オフィス

す郡山市虎丸町21番10号EME郡山ビル４階
け土・日曜祝日 もあり
https://www.meiji.co.jp/

☎024-927-0545
か９：00〜17：30

D RIVER BEACH COFFEE（リバービーチコーヒー）

エリア

D SEKIYA COFFEE & GOOD TIMES（セキヤ コーヒー・アンド・グッド タイムズ）

エリア

●ドリップコーヒー…500円

●珈琲の森ブレンド

●PRANA CHAI TEA

winter 100g� 700円

������� 500円

●各種珈琲豆

●PRANA CHAI Soy

������� 550円

北欧イメージの店内で、ノルディックス
タイルと言われる浅煎りコーヒーを提供。

●Mörk SPECIALTY

東京と京都から仕入れた豆を使い、エアロ
プレスやハンドドリップ等で淹れてくれる。

HOTCHOCOLATE

������� 550円

☎080-6035-8116

す福島市南沢又柳清水19-５ か14：00〜20：00
（土
曜日は８：00〜18：00、日曜日は８：00〜17：00）
け毎週火曜日※イベント出店時は休み

E ペーパークイリングアトリエ キャサリンの庭

エリア

ボタニカルクイリング・ジャパン認定講
師によるクイリング教室。細い紙を専用の

E hair salon＆hand made ANNA（アンナ）

エリア

タンブラー�� 2,800円

す福島市松川町関谷字藤窪６-１
か12：00〜19：00 け不定休
（ブログで確認を）

D 紅茶専門店 アールグレイ

エリア

エリア

●クッキー��� 500円

花や動物など、様々な作品を作れるペー
パーアート。今回は、花のモチーフとパ

４色のタイルの上に花やリボンなどを自
由に貼って作るマグネット。２、３歳く
らいの子どもから簡単にできる。

●カスタードクリーム

●紅茶����� 300円

ンチフラワーを組み合わせてかわいいク
リップに！対象は７歳以上。細かい作業

のため、必要に応じてめがね等の持参を。

ヘアーサロンの中でハンドメイド商品の
販売やワークショップを行う
『アンナ』
。今

回はレジンを使ったワークショップを実施。
小さな子どもと一緒でも楽しめる。

☎070-5017-7636

Ｅ アートフラワーここ・de（ここで）

エリア

ヘアゴム・キーホルダー・ペンダント作り
約10分・500円（ペンダントは600円）
押し花やパール、イニシャルを入れたレ
ジンアクセサリー作り。色味やデザイン
を工夫して、自分だけの作品を作ろう！

E k.hフラワーデザイン

エリア

●小倉����� 200円

バター香る、
サクサク生地が新食感の
「ク
ロ和ッサンたい焼」
。イベントでは、冬限
定の
「リンゴのコンポート」や惣菜系の
「厚
切りベーコン＆Ｗチーズ」
も登場！

☎024-553-3433

す福島市南矢野目字向原1-1コープマートやのめ1F
か10：00〜17：00 け毎週水曜日、1/1
もコープマートやのめＰ

●リンゴのコンポート

������� 300円

●厚切りベーコン＆Ｗチーズ
������� 300円

大きな松ぼっくりに、好きなパーツを付
けてオリジナルのクリスマスツリーを作

好きなプリザーブドフラワーやドライフ
ラワーを専用のボトルに入れて楽しむ

約15分 で 付 け ら れ る マ ツ エ ク。 今 回 は
100本も付けられて、1,100円！付け方を

休みの工作にもピッタリのアイテム。

福島市内外で、様々なフラワー教室を開
催する他、イベントの会場装飾、ブライダ
ルフラワー制作等も手掛ける。今回は、人

使い放題！３歳から体験可能。

気の高いハーバリウム体験を実施！

☎090-7938-6019

す福島市松川町美郷２-８-２
か10：00〜18：00 け毎週日曜日、
第１・第３月曜日

E 天然石＆ビーズアクセサリー 麻菜（まな）

●ハーブティー� 300円

いちご」
などを味わうことができる。

☎050-5278-4851

す福島市丸子字石名田3-1 ※12月３日より
か９：00〜17：00 け毎週日・月曜日

教わって、自分でまつ毛に装着していく。
体験では、
「１dayグルー」を使用するので、
普通のクレンジングで簡単に外せる。当
日は、マスカラをせずに来場を。取れか
けマツエクの方もぜひ！セルフなのにサ
ロン級のマツエクを試してみよう。

☎025-502-3447

す福島市笹谷字中屋敷17-４-Ｂ

エリア

保原の美容室が行う
「セルフマツエク」
。
仕事や子育てで忙しくてサロンに通えない、
費用を抑えたいという人におすすめ。当日、
本レッスンを予約で特典も！

☎090-2361-0918

厳選した上質な茶葉を揃える紅茶専門店。

たっぷり使ったバターの香りとコクが人気
のクッキーや、ひんやり美味しい
「けずり

A 美容室バスケット
セルフマツエク装着体験
100本・1,100円

ハーバリウム。今回は30種類のボトルか
ら選んで作る。さらに、50種類もの花を

●ウーロン茶�� 300円

エリア

お花使い放題ハーバリウム
20分・1,000円〜

ろう！大人と一緒であれば３歳くらいか
らOK。クリスマスパーティーの飾りや冬

●けずりいちご� 400円

������� 200円

●Ｗチョコレート 250円

松ぼっくりでXmasツリー
30分・1,500円

使用した「クリスマスツリーづくり」では、
親子や友だち、１人からでも楽しめる。

す伊達市保原町字元木80-16
か９：00〜18：00 け毎週月曜日、第２・３日曜日

E FOME BASE（ホームベース）

エリア

A POLA THE BEAUTY 福島店

エリア

A Bellnail（ベルネイル）

エリア

天使のストラップ
20分・700円

ドリームキャッチャー作り
30分・1,500円

ハンドトリートメント体験
無料

ジェルネイル体験
20分・1,000円

ビーズを組み合わせて小さな天使のスト
ラップに。身に着けて過ごせば、幸運が

子どもの魔除けやインテリアとして飾ら
れる
「ドリームキャッチャー」
。色や大き

肘から下を
『POLA』のエステで使う上質な

両指１本ずつ、ジェルネイルの体験がで
きる。デザインはアートサンプルから自

訪れるかも ! ?小学生以上から体験可。

問 hinako8585masashi@docomo.ne.jp

☎080-6909-8284

������� 300円

●オリジナルステンレス

クロ和ッサンたい焼

す福島市飯坂町字下中川原12-14
か９：00〜18：00 け毎週日・月曜日

し、普段使いにもぴったりなものばかり。

で丁寧に淹れてくれる。季節ごとに登場す
るブレンドコーヒーは要チェック！

●オリジナルエコバッグ

タイルマグネット
約10〜20分・300円

問 catherinesenzaki@yahoo.co.jp

天然石やスワロフスキー、ガラスビーズ、
アンティークビーズ等を使ったアクセサ
リーが人気。作品は天然石の風合いを生か

D たいやき 十番舘

店内にある直火式の焙煎機で自家焙煎。
浅煎りから深煎りまで揃う。ネルドリップ

ペーパークイリング
30分・500円

バーでくるくると巻いてモチーフを作り、
それらを組み合わせて様々な作品を制作。

手頃な料金でオーダーメイド作品を制作
してくれる松川町の造花屋。グルーガンを

●りんごジュース� 350円

各種 100g

���� 520〜980円

天然石のピアス・イヤリング
20分・1,500円〜
ピアス、またはイヤリングから選んで天
然石を使って作成。対象は高校生以上。初
心者もＯＫ。ぜひ参加しよう。

トリートメントクリームでケア。保湿は
もちろん、肩コリ解消も期待できる。

さなどを自分好みにアレンジできる。
摺上川のそばでBBQ
（一人前3,000円〜・
３日前まで要予約）やグランピング（２〜
４ 名・20,000円 ）を 楽 し め る
『FOME』
。

ワークショップはどちらも５歳から参加可。

☎024-596-1500

す福島市飯坂町茂庭字中川原６
か９：00〜18：00 け不定休（HPを確認）

パラコードブレスレット作り
30分・1,000円
アクセサリーとしてだけでなく、非常時
にはロープとして使うこともできる
「パラ
コードブレスレット」
を作ろう。

『POLA』のスキンケア研究から生まれた
保湿成分配合の化粧品を使って、経験豊富
なエステティシャンが独自のオールハンド
技術で肌をケアしてくれる。

☎024-536-8236

す福島市南中央2-36
か10：00〜20：00 け不定休

『POLA』
化粧品
サンプルプレゼント 無料
ハンドトリートメント体験の方に、スタッ
フオススメの
『POLA』商品サンプルを進呈。
使い心地や効果を体感してみて。

由に選択可能！爪のケア込み。
東福島駅近くにあるネイルサロン。店内

にはおもちゃやDVDがあり、子連れでも
安心。当日はジェルネイルを体験できる。
来店時に使えるクーポンもプレゼント！

☎090-7336-5890

す福島市宮代宝田前２-８
か10：00〜20：00（時間外は応相談） け不定休

ハンドメイド雑貨販売
300円〜
リング、ピアス、デコレーションをした

小物入れなどカラフルな雑貨を販売する。
キッズ向けアクセサリーの販売も。

