
株式会社ナリス化粧品３
クーポン①無料ハンドエステ
クーポン②エステ or ネイル or メークブース参加
無料ハンドエステ、ネイル、ワンポイントメイクレッスン

株式会社ポーラ
クーポン①10分で選べる 3種の無料サービス体験
クーポン②リンクルショットシリーズタッチアップ体験

８

10 分で選べる 3種の無料体験①ハンドトリートメント②ハンドパック③肌分析
①～③のいずれかを無料体験できます。

グラントイーワンズ総統括代理店 Full Blast
クーポン①来店したらスタンプ
クーポン②軽補正下着試着でハｰブスプレｰか美容サプリプレゼント

９

管理医療機器商材の体験、試着会

Liberality
クーポン①お顔無料体験
クーポン②ブース内 1個無料体験

１０

ハンドで小顔体験。あなたに似合う美顔骨格メイク。動物占い、タロットカード。
インスピレーション筆文字、ハーバリウム。

積水ハウス株式会社
クーポン①未来の我が家アンケート記入
クーポン②無料骨格診断 ( 本当に似合う服をアドバイス！ )

１９

我が家を一番幸せな場所に致します！

各ブースのクーポン利用でスタンプを貯めよう！景品プレゼント♪

土足厳禁・飲食厳禁・禁煙

休憩所 休憩所
出入口

ステージ

受
付
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10:00ｰ17:00入場無料
RKＦestival2020
人と人をつなぎ・人とものをつなぐ

Beauty
美

Health
健康

Healing
癒し

 MIYACOCOみなとドーム27日

出展＆出店者一覧

2 1816151411109875431 19

2 1816151411109875431 19
クーポン②

クーポン①無料でお楽しみ頂けるメニュークーポン！ブースに行ってみよう！

お得に体験・体感・遊べるクーポン！

田園 sweets アンジェリーナ
やまや本舗

粉もん屋　八

野菜果物の販売

イタリアンフード（スープ、パスタ、ドリンクなど）Rapporti × Rapport

RK運営店

兵庫の小麦粉や米粉を使った焼き菓子色々
冷やし鯛焼き・本わらび餅・カレーもち鯛焼き・たこせん・台湾式亀ゼリｰドリンク

たこ焼の販売

絵本読み聞かせ
やさしいヨガ・呼吸とポーズでリラックス体の内側から綺麗になりましょう

屋
外
エ
リ
ア

うさぎ書房
Yoga  Shanti

ス
テｰ
ジ

プレゼントGET!!
CLEARCLEAR
プレゼントGET!!

２
クーポン①SNS へ投稿でブース利用割引券プレゼント
クーポン②ワークショップ体験＆購入

世界に１つだけのオーダーメイドキャンドル・ウェディングキャンドル
白磁に転写紙を貼り専用窯で焼き上げるポーセラーツの販売・体験
アｰティフィシャル､ドライ､プリザのフラワｰアレンジメント作品販売・体験
水引アクセサリー販売、ワークショップ

Na*celle 
Shino 
ATELIER SABON 
coeur lien

Braidal Production RK

大人気プラセンタドリンク & 酵素ドリンクの試飲・スキンケアセルフ体験！
身体・お肌の不調でお悩みの方、ぜひお立ち寄り下さい！

Dr.select・ALGOTHERM
クーポン①プラセンタドリンク試飲
クーポン②商品のセルフ体験

１

ＲＫ
Dr.select

A・I サロン（＋biossentiel）４
クーポン①飲むアロマ試飲無料
クーポン②フランス式アロマ使い肩､脚のストレッチヨガ 500 円割引

メディカルアロマ＋整体ヨガで、美を内外からアプローチ♪
フランス式メディカルアロマ『ビィオセンシィエール』のハンド＆フットマッサージ
肩甲骨セラピー with アロマオイル
百貨店ブランドのアロマ『 ビィオセンシィエール』を体験
ビューティーワールドで大盛況だったフランス式メディカルアロマのご紹介

S+uwy
AI サロン
Yoga Studio moani
アクセスネット
ISET CO.

GOAL
プレゼントGET!!
GOAL
プレゼントGET!!

５ コズミックダンスカンパニー合同会社
クーポン①おみくじ
クーポン②ブース内ご利用

大人気！木村美香のルノルマンとオーラリーディングお早め予約を
英国生まれの魔法の杖・クリスタルワンド　販売とオーダー制作
ビジネスパーソンに最適！パリ生まれのルノルマンリーディング
マルセイユ・タロットと電子同種療法 SCIO で科学的アプローチ
細胞が目覚めるサイヴォーグリフレで至福の時間を！

La lune sur la mer
コズミックダンスカンパニー合同会社
コズミックダンスカンパニー合同会社
コズミックダンスカンパニー合同会社
トーラスクリエイション

日本ナチュラリスト協会
クーポン①美肌・肩凝り等の対応耳つぼ位置の説明チラシ
クーポン②施術体験 or 着物・小物購入

７

耳にアロマを塗布し、耳のつぼをリフレする進化型耳つぼ！
毛穴の汚れを根こそぎ除去し、お肌を再生する驚異の空とぶパック
現代物、レトロ、アンティークのお着物や帯を 1000 円均一で販売

日本ナチュラリスト協会 ®
健香美サロンwakuwaku
アンティークキモノ shop リガール

クーポン①無料肌診断
クーポン②フェイシャル&デコルテ or フット or ボディｰ選べるクｰポン

すこやかカイログループ１１

美容カイロ選べるトリｰトメント ( フェイシャルデコルテ､フット、ボディｰ背中 or お腹）
骨盤･小顔調整､細胞から生まれ変わるストレスフリｰ化粧品販売､お身体歪みチェック､健康グッズ販売

水真堂
solue★*
InteriorFlower L.po2 
Salon Mi-Mo～ﾐｰﾓ～
amico 工房
H.marche
VIOnail
Atelier ALLURE
Trioni
Private salon 86
Jewel art Desingner  Hand to Hand
petit_gerbera
muunya
杉原紙似顔絵
Misty＊Blue
Merci

四柱推命 ( 霊視付き )
キャンディバッグ @nanatsu_rose さん考案
フラワー雑貨の販売とワークショップ
TinyTeeth™歯固め　シューズクリップ　おもちゃホルダーなど
どんぐり細工でのワークショップ、和柄レジンアクセサリー
ミニチュアサイズの雑貨やアクセサリーを販売します。
ネイルケア 500 円・パラフィンパック 1000 円・Kids ネイル 500 円
1 つ 1 つ手作り完全オリジナル！ラシェリボン小物＆アクセサリーの販売
レジンアクセサリー、ルルベちゃん ® などのハンドメイド雑貨販売
ドライヘッドスパ 10 分体験
素肌にきらめくボディージュエルアート ワンポイント 300 円～etc.
リボン雑貨 & シンプルアクセサリー販売
バッグ、ポーチ等布小物の販売です
多可町産の和紙、杉原紙に水彩色鉛筆で似顔絵を作成します
お花を使った小物雑貨のお店です。人気商品を並べます。体験 WS あり。
雑貨、アクセサリー

～ 縁 ～１４
クーポン①お菓子＆雑貨すくい
クーポン②縁ブース内のスタンプラリークリアの方

星月紫王
クーポン①耳ツボジュエリー半額券
クーポン②スピリチュアルカウンセラー星月はセッション 5分延長無料券

１８

龍神カードからのチャネリングメッセージをお伝えします
疲れの出やすい膝下とハンドのリンパマッサージ
スワロフスキｰ® 使用のデコレーション小物･アロマフレグランスストｰン 販売

スピリチュアルカウンセラー星月紫王
あんじぇりか。
Felucis 

【JEWNEList】ティプトワショップ姫路1５
クーポン①ジュネル体験無料
クーポン②ティプ姫ブース内で 1000 円以上お使いの方

頭蓋骨ヘッドケア 偏頭痛、肩こり、首こり、眼精疲労、不眠の方にオススメ
ハンドケア
ジュネル無料体験 ・ジュネル販売 ・オーダージュネル受注 ・ジュネリスト資格説明
温活体験　フェイスリフトアップ体験
ネイルケアで爪をピカピカに♡パラフィンパックで しっとりツヤツヤの手に
四柱推命と龍神カードによる占いです
リーディング  気付く事で心が楽に。 今の貴方が気付くべき事は ? 何でしょう ?

『手から全身が呼吸するハンドリフレ』健康のちょっとした手助けをする施術
金属アレルギー対応スワロフスキーと天然石アクセサリー、ハーバリウム雑貨

ROSE FLOUR
サキナ
ティプトワショップ姫路
温活 cafe Pal of ARM   
Nail Art  One Love
blue moon
グリーンリーフ
nanala☀163
La.lien

クーポン①、クーポン②それぞれのスタンプ全部貯めたら受付にてプレゼントと交換してください

ウェディングドレスショーBraidal Production RK

Jewel Verite Creare１６
クーポン①ハンドエステ無料体験
クーポン②ジェルネイル選べるワンカラー 2000 円！

ジェルネイル・ハンドエステ
肩こり施術
手相、タロット 10 分 各 1,000 円

Jewel Verite Creare
うめづ整骨院
あーと湧

【カイロサロン ra-imu】【すこやかカイロサロン竹之門】【森岡施術院】

CHAKA Kids 射的

3月



10:00ｰ17:00入場無料
 MIYACOCOみなとドーム

株式会社ナリス化粧品３
クーポン①無料ハンドエステ
クーポン②エステ予約
無料ハンドエステ、ネイル、ワンポイントメイクレッスン

９ グラントイーワンズ総統括代理店 Full Blast
クーポン①来店したらスタンプ
クーポン②軽補正下着試着でハｰブスプレｰか美容サプリプレゼント
管理医療機器商材の体験、試着会

Liberality
クーポン①サロンドリンク 1杯無料
クーポン②美容ドリンク 1本プレゼント

１０

ハンドで小顔体験。あなたに似合う美顔骨格メイク。占い・診断インスピレーション筆文字､ハーバリウム

積水ハウス株式会社
クーポン①未来の我が家アンケート記入
クーポン②無料インテリア診断 ( おすすめのインテリアをご提案！ )
我が家を一番幸せな場所にいたします！

１９

各ブースのクーポン利用でスタンプを貯めよう！景品プレゼント♪

RKＦestival2020
人と人をつなぎ・人とものをつなぐ

Beauty
美

Health
健康

Healing
癒し28日

3月

出展＆出店者一覧
田園 sweetsアンジェリｰナ
やまや本舗

粉もん屋　八

Rapporti × Rapport

CHAKA Kids 射的

イタリアンフード

兵庫の小麦･米粉使用の焼き菓子など
本わらび餅･カレｰもち鯛焼き･たこせんなど

たこ焼の販売

フラワーアレンジメントパフォーマンス
ウェディングドレスショー

屋
外
エ
リ
ア

メリー・ローズス
テｰ
ジ

２
クーポン①SNS へ投稿でブース利用割引券プレゼント
クーポン②ワークショップ体験＆購入

理想のイメージを演出！カラーコーディネート・メイクアドバイス
白磁に転写紙を貼り専用窯で焼き上げるポーセラーツというクラフト
アーティフィシャル、ドライ、プリザのフラワーアレンジメント作品
水引アクセサリー販売、ワークショップ

Giving ART
Shino 
ATELIER SABON 
coeur lien

Braidal Production RK

大人気プラセンタドリンク & 酵素ドリンクの試飲・スキンケアセルフ体験！
身体・お肌の不調でお悩みの方、ぜひお立ち寄り下さい！

Dr.select・ALGOTHERM
クーポン①スキンケア商品ミニプレゼント ( 先着 100 名 )
クーポン②商品の購入

１

ＲＫ
Dr.select

A・I サロン（＋biossentiel）４
クーポン①アロマハンド or フットマッサージ無料体験
クーポン②フランス式アロマを使った肩、脚のストレッチヨガ 500 円

メディカルアロマ＋整体ヨガで、美を内外からアプローチ♪
フランス式メディカルアロマ『ビィオセンシィエール』のハンド＆フットマッサージ
肩甲骨セラピー with アロマオイル
百貨店ブランドのアロマ『 ビィオセンシィエール』を体験
ビューティーワールドで大盛況だったフランス式メディカルアロマのご紹介

S+uwy
AI サロン
Yoga Studio moani
アクセスネット
ISET CO.

５ コズミックダンスカンパニー合同会社
クーポン①おみくじ
クーポン②ブース内ご利用

大人気！木村美香のルノルマンとオーラリーディングお早め予約を
英国生まれの魔法の杖・クリスタルワンド　販売とオーダー制作
ビジネスパーソンに最適！パリ生まれのルノルマンリーディング
マルセイユ・タロットと電子同種療法 SCIO で科学的アプローチ
細胞が目覚めるサイヴォーグリフレで至福の時間を！

La lune sur la mer
コズミックダンスカンパニー合同会社
コズミックダンスカンパニー合同会社
コズミックダンスカンパニー合同会社
トーラスクリエイション

自分らしく楽しく生きる為に、占いや自分の特技を活かしてご紹介しております。

一般社団法人日本総合運命学推進会
クーポン①2020 年望月万琴オリジナルダイアリーをもれなく進呈
クーポン②ブース内利用された方へスタンプ

６

水真堂
solue★*
InteriorFlower L.po2 
amico 工房
H.marche
VIOnail
Atelier ALLURE
Trioni
Private salon 86
Jewel art Desingner  Hand to Hand
petit_gerbera
muunya
杉原紙似顔絵
Misty＊Blue
Merci

四柱推命 ( 霊視付き )
キャンディバッグ @nanatsu_rose さん考案
フラワー雑貨の販売とワークショップ
どんぐり細工でのワークショップ、和柄レジンアクセサリー
ミニチュアサイズの雑貨やアクセサリーを販売します。
ネイルケア 500 円・パラフィンパック 1000 円・Kids ネイル 500 円
1 つ 1 つ手作り完全オリジナル！ラシェリボン小物＆アクセサリーの販売
レジンアクセサリー、ルルベちゃん ® などのハンドメイド雑貨販売
ドライヘッドスパ 10 分体験
素肌にきらめくボディージュエルアート ワンポイント 300 円～etc.
リボン雑貨 & シンプルアクセサリー販売
バッグ、ポーチ等布小物の販売です
多可町産の和紙、杉原紙に水彩色鉛筆で似顔絵を作成します
お花を使った小物雑貨のお店です。人気商品を並べます。体験 WS あり。
雑貨、アクセサリー

～ 縁 ～１４
クーポン①お菓子＆雑貨すくい
クーポン②縁ブース内のスタンプラリークリアの方

スピリチュアルカウンセラー星月紫王
クーポン①耳ツボジュエリー半額券
クーポン②スピリチュアルカウンセラー星月はセッション 5分延長無料券

１８

龍神カードからのチャネリングメッセージをお伝えします
疲れの出やすい膝下とハンドのリンパマッサージ
スワロフスキｰ® 使用のデコレーション小物･アロマフレグランスストｰン 販売

スピリチュアルカウンセラー星月紫王
あんじぇりか。
Felucis 

【JEWNEList】ティプトワショップ姫路1５
クーポン①ジュネル体験無料
クーポン②ティプ姫ブース内で 1000 円以上お使いの方

頭蓋骨ヘッドケア 偏頭痛、肩こり、首こり、眼精疲労、不眠の方にオススメ
フェイシャルリンバケア
ハンドケア
ジュネル無料体験 ・ジュネル販売 ・オーダージュネル受注 ・ジュネリスト資格説明
温活体験　フェイスリフトアップ体験
ネイルケアで爪をピカピカに♡パラフィンパックで しっとりツヤツヤの手に
リーディング  気付く事で心が楽に。 今の貴方が気付くべき事は ? 何でしょう ?
人間の本質や運勢リズム、人間関係を円滑にする方法を診断します。

『手から全身が呼吸するハンドリフレ』健康のちょっとした手助けをする施術
金属アレルギー対応スワロフスキーと天然石アクセサリー、ハーバリウム雑貨

ROSE FLOUR
ECLAT
サキナ
ティプトワショップ姫路
温活 cafe Pal of ARM   
Nail Art  One Love
グリーンリーフ
個性診断､運勢診断
nanala☀163
La.lien

クーポン①、クーポン②それぞれのスタンプを
全部貯めたら受付にてプレゼントと交換してください

土足厳禁・飲食厳禁・禁煙

休憩所 休憩所
出入口

ステージ

受
付

１ ２ ３ ４ ５

７ ８ ９ １０ １１

１４
１５ １６

１８ １９

６

１２

１３ １７

日本ナチュラリスト協会
クーポン①耳を拝見して今のお疲れポイントをその場で診断
クーポン②施術体験 or 着物・小物購入

７

耳にアロマを塗布し、耳のつぼをリフレする進化型耳つぼ！
毛穴の汚れを根こそぎ除去し、お肌を再生する驚異の空とぶパック
現代物、レトロ、アンティークのお着物や帯を 1000 円均一で販売

日本ナチュラリスト協会 ®
健香美サロンwakuwaku
アンティークキモノ shop リガール

カイロプラクティックM'z
クーポン①補助剤 1袋プレゼント
クーポン②当日体験料 ¥1000 円引き ¥3000→¥2000 で！

１７

セルフ美容整体教えます！骨盤調整付小顔＆ムクミもスッキリ !

4

13

クーポン①
無料でお楽しみ頂けるメニュークーポン！

161514

11109875

2 31

6 12

18 19
プレゼントGET!!
CLEARCLEAR
プレゼントGET!!17

クーポン②
お得に体験・体感・遊べるクーポン！

GOAL
プレゼントGET!!
GOAL
プレゼントGET!!

4

13 161514

11109875

2 31

6 12

18 1917

サロン＆スクール Chandely
クーポン①フラエク 1束 (16 本）サービス
クーポン②ブース内で 1000 円以上のお買上げでスタンプ

８

耳つぼジュエリー ( リフレ付き )¥1,000~CEHARING® 販売  ￥1,800~  
自分で着けるマツエクセルフマツエク ® の体験していただきます
お洒落増毛＆カラーエクステのフラエクとセルフマツエク体験
おしゃれな増毛 & カラーエクステのフラエク
次世代エクステのフラエクです。イベント価格にて体験頂けます
セルフマツエク体験☆自分で簡単にマツエクが着けられますよ☆

夢
fuwari
Chandely
A  beauty
花 - kanon - 音
niconal

クーポン①無料体験 ( スキンチェック、ハンドトリートメント etc)
クーポン②ブース内 500 円以上ご利用

メナードフェイシャルサロン砥堀１2

73hichimi
RacinE
手作り小物店
メナｰドフェイシャルサロン砥堀

電源不要のパワースポット発生器『 オルゴナイト』のアクセサリー
どこか懐かしい刺繍とビンテージの生地を使ったパッチワーク小物の販売
手作りカバンや小物など
ヘッドスパ 10 分 500 円　ハンドトリートメント　スキンチェック無料

Braidal Production RK

クーポン①無料肌診断
クーポン②フェイシャル&デコルテ or フット or ボディｰ選べるクｰポン
美容カイロ選べるトリｰトメント ( フェイシャルデコルテ､フット、ボディｰ背中 or お腹）
骨盤･小顔調整､細胞から生まれ変わるストレスフリｰ化粧品販売､お身体歪みチェック､健康グッズ販売

すこやかカイログループ１１ 【カイロサロンra-imu】【すこやかカイロサロン竹之門】【森岡施術院】

CP コスメティクス代理店 神姫クリエイト株式会社
クーポン①ハンドエステ無料体験
クーポン②サプリメントサーバー無料体験

１３

20 秒で分かるあなたの身体で不足している栄養素を抽出体験、メイクアップアドバイス
ハンドエステ　手をマッサージしながら心もカラダもリフレッシュ！！（ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ～ﾏｯｻｰｼﾞｺｰｽ)

Jewel Verite Creare１６
クーポン①ハンドエステ無料体験
クーポン②ジェルネイル選べるワンカラー 2000 円！

ジェルネイル・ハンドエステ
肩こり施術
手相、タロット 10 分 各 1,000 円

Jewel Verite Creare
うめづ整骨院
あーと湧

Kony-mei factory

petapetaart_Alohi
Tsukinohana to 風
RK運営店

フェイクスイーツ雑貨販売
スイｰツデコワｰクショップ
手･足形アｰトのワｰクショップ
カｰドリｰディング
野菜果物の販売


