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つながる、ひろがる、女性の輪

@ ines Fukuyama

キレイになりたい

女子高校生女子高校生
カワイイもの大好き

女子専門学生女子専門学生
起業に興味がある

女子大学生女子大学生

定員20 名
ドリンク付

ネイル、耳ツボジュエリー、ドリンク、アクセサリー、ボディメイク、小顔矯正、占いなど

備後地域最大級！働く頑張る女性や、頑張りたい女性を繋げたい！女性の為の交流イベント！

大集合!!大集合!!

出店ブース

17 店舗
出店ブース

17 店舗
テーマ

女子学生向け座談会開催「女性の働き方～結婚・子育て・仕事」

福山備後地域で働いている女性の話を聞いてみたい。
この街で働くってどんな感じなんだろう？
就職・起業の相談をしたい。いろんな相談、疑問にお答えします！

主催：TREE実行委員会　共催：福山市・公益財団法人ひろしま産業振興機構・株式会社山陽管理　後援：備後圏域連携協議会・株式会社中国銀行・株式会社広島銀行・株式会社もみじ銀行

第①部▷11:00～12:00　第②部▷14:00～15:00
参加費.無料　対象.女子学生

同

時

開

催

備後地域で活躍する起業女子       店舗が大集合 !
女子学生に向けて特別にワンコインでご提供 !
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ナチュラル成分で作るハンドクリー
ム（学生500円/一般562円）、デオド
ラントウォーター（学生500円/一般
800円）ストレスケア、ツルツルお肌
へのアイテムも！

JR福山駅

ニューキャッスル
ホテル

ニューキャッスル
ホテル

エフピコ
RiM
エフピコ
RiM

文化
センター
文化
センター

天満屋
福山店
天満屋
福山店

さんすて福山さんすて福山

PARKING

ROTARY

山陽本線

TREE

ってナニ？
　 学生限定？
福山の女子大学生スタッフが中心となり企画運営をする、

女子学生をターゲットとしたカフェ。このカフェでは女子学生目線で

福山の企業・福山の魅力を発見&発信します。

女子学生の『知りたい・つながりたい・伝えたい』を叶える場所です。

福山市東桜町1番1号  アイネスフクヤマ1階
交通：JR福山駅より徒歩3分

WEB もしくは

お店で会員登録
会員証を発行

（本人確認）

CAFE 利用無料

高校生 専門学生 短大生

大学生 大学院生 限定利用

Step1 Step2 Step3
飲物無料・Wi-Fi 無料

利用
方法

TREE実行委員会
お問い合わせ先 080-2885-1503

Pure salon naonao
メディカルアロマクラフト作り

肌見せシーズン到来!キラキラcute
なボディージュエリーで女子力UP!!
テンションUPで楽しもう♡
アレルギー対応・3日～1週間持続。
One Point（学生300円／一般500円）

～brilliant～
ボディージュエリー

自分だけのお手入れ方法、お調べし
ます♡夏アイテム詰合わせ当日限定
一般価格1,000円/学生500円仕上が
りに差がつく熊野筆、肌カメラ無料
体験有り

[プチピアス・ブレス]
学生300円／一般500円
※イヤリング交換プラス200円
[一般メニュー]
※学生さん特典→30%OFF！（一部対象外）
アクセサリーで女子力UPしましょう♪♪

POLA  miyu店
美白コース&夏アイテム詰合せ

大人女子の魅力を引き上げてくれる
リボンで女子力を更に上げてみませ
んか？バナナクリップ（学生500円
／一般1,000円～）ヘアーゴム（学生
250円～／一般500円～）

silky
大人リボン&ヘアアクセサリ

お誕生日で、自分の生まれ持った本
質、宿命(原石)を知ることにより、幸
運を引き寄せ、自分を認めてあげて、
人生を何倍にも楽しむ事が出来ま
す。（20分学生500円／一般1,000円）

vanbina
個性心理學

体も心もリラックスできる、シンプ
ルな呼吸のパワーを知っています
か？深くゆったりとした呼吸法で、
自分自身を癒す呼吸セラピー体験で
す。（20分学生500円／一般1,500円）

しなやか呼吸日和
癒しの呼吸セラピー体験

ボイジャータロットカードであなた
の潜在意識にダイブして恋愛・進む
道へとナビゲートします。答えはあ
なたの中にある！（15分リーディン
グ学生500円／一般1,500円）

 La Luce
ボイジャータロット

幸せを運んでくれるといわれるサン
キャチーを是非作ってみませんか？
雑貨とハンドメイドの販売もしてお
ります。（ワークショップ学生500円
／一般1,000円）

Tokibaco
サンキャチーのワークショップ

熊野町で自家採蜜したハチミツの
他、生姜たっぷりのハニージンジャー
グリーンスムージー等を販売。（ハチ
ミツ2,500円～・ドリンク400円～・ス
ムージー学生500円／一般600円）

せとうち母屋
ドリンク販売

指先は自分が思っている以上に人か
ら見られているものです。ネイルケ
アが行き届いた指先で好印象に！ネ
イルケア(爪の形成・甘皮処理・爪磨
き)（学生500円／一般1,000円）

viage Noah
ネイルケア

[学生メニュー／ALL500円]
リフトアップ・目力アップ・美肌・首、肩こ
り・ダイエット・ストレス解消・頭痛・便秘
[一般メニュー]
スワロフスキー付／1粒200円
チタンのみ／1粒100円

White Rose
耳つぼジュエリー

肩・首・ハンド・フット・ヘッド…etc
気になる部分
一般 15分1,000円
学生 15分500円
リンパケアでリフレッシュ☆

privatelymph my
リンパケア

痛くない小顔矯正15分 学生500円 ／一般
1,000円あなたの骨歪んでいませんか?歪
んだままにしていると顔が大きく見えた
り身体が痛くなったり…キレイになりた
い人は骨を整えるのがポイント！痛みな
く小顔になれるのが美容整骨！

ColoRico
痛くない小顔矯正

[美人メイクアップ]
モテ系、就活等リクエストにお応えします。
学生15分500円 ／ 一般15分1,000円
[足つぼリフレクソロジー]
学生10分500円 ／ 一般15分1,000円

beauty studio breath
breath体験で、
爽やかな笑顔と軽快な足取りに♪

髪質に合わせ、成人式、卒業式等のお
薦めスタイルやすぐに役立つ浴衣ス
タイルまでご紹介!学生15分500円／
一般15分1000円、25分1500円

フロイライン美容室
髪質診断(色、太さ、毛質)による
アレンジアドバイス

pink;・cherry
オリジナルアクセサリー

牧平 直子・向原 直美
2015年11月27日起業

甲斐 陽子
2006年8月21日起業

小川 のりこ
2013年7月19日起業

松川 美和
2016年11月1日起業

土井 弥生
2013年9月15日起業

高田 真奈美
1995年4月1日起業

開原 結子
2016年6月1日起業

中川 ゆかり
2016年12月8日起業

桑田 志保子
2004年7月1日起業

三好 真由子
2015年2月20日起業

藤井 恵
2013年12月4日起業

信永 藍
2017年2月9日起業

茅切 美佐子
2011年3月8日起業

渡邊 麻由美
2014年1月19日起業

虫明 房枝
2012年4月17日起業

岡田 千里
1990年3月28日起業

今回は特別に学割価格(500円)をご用意!!

このチャンスをお見逃しなく!

LADY WORK CAFE

会場

キラキラ笑顔でもっと可愛く♡ステ
キな写真を残しましょ!（撮影データ1
カット 学生500円／一般1000円）後
日、専用ウェブアルバムから写真デー
タをダウンロードしていただけます。

Photographer 坂井 文香
モデル体験&写真撮影

坂井 文香
2009年10月1日起業


