
粘土のお菓子屋さん
粘土で作った目で見て美味しい
スイーツです。
オフィスで使えるメモスタンド
や普段使いできるスイーツアク
セサリーなどを販売します。そ
の場で作れる簡単ワークショッ
プも開催します。
担当者：まつだ

ryoko020386@gmail.com
https://www.instagram.com/okashi0123/

痛くなりにくいイヤリングを中心
に、パールや天然石など上質な素材
を使用したオリジナルハンドメイド
のアクセサリーショップです。いつ
ものお洋服をさりげなく華やかにし
てくれる、上品で華奢なデザインの
イヤリング。そんな RIELE( リエル )
のイヤリングで耳元からおしゃれを
楽しんでみませんか？担当者：山﨑

「家族の笑顔がつくる朝じかん」をコ
ンセプトに、グラノーラを販売してい
ます。ザクザク食感で、朝食やおやつ
にもぴったり。体に負担がかからない
よう、小麦粉・白砂糖・添加物は使わ
ずシンプルな素材でじっくりと焼き上
げています。当日は試食をご用意して
お待ちしています。ぜひお気軽にお立
ち寄りください。担当者：飯塚友美

なんとなく気分が晴れないな、というと
き、もしかすると迷いや悩みがあるのか
もしれません。１人で考えても結論が出
ないとき「占いたまご」においでくださ
い。占いによって、不安や迷いが解消し、
元気が出て気持ちが明るくなり、そして
笑顔になれます。短時間で気軽に占える
ので、お子様連れの方でも大丈夫です。
占い 10分 500 円 ~（税込）担当者：鈴木眞紀子

化粧品（目元シート・化粧水・美容液・
クリーム）耳つぼ施術サービス
朝起きて目が落ち込んでくすんでい
ると元気出ませんよね。忙しい限ら
れた時間に 10 分だけでふっくらする
目元シート！あなたを心から元気に
させる簡単シートです。同時にリフ
トアップの耳つぼを刺激するスト
レッチ・ジュエリーを 6粒サービス
いたします。
担当者：小野敦子

RIELE

riele.acc@gmail.com  
https://riele.jp/

Smileys Table GRANOLA 笑顔になれる占いたまご

info@smileys-table.com
https://www.instagram.com/smileys_table/

オレイユ株式会社

atuxu@gmail.com 
090-7848-0776 

tamagotoegao@gmail.com
https://tamagotoegao.jimdofree.com

出店日 3/17～23

出店日 3/18～22

出店日 3/17～23 出店日 3/17,19～23

出店日 3/17～23

開催場所：武蔵小山商店街パルム事務所１階　

開催場所

2020.
開催日

武蔵小山駅
徒歩４分

MUSAKO HOUSE

ザ・
モー
ル

女性起業家の卵たちが

オリジナリティ溢れる

商品、サービスを出店

しています。ぜひ、

遊びに来てください！



①花粉症で鼻が辛い季節。お部屋やマスクにスプレーして、鼻スッキリし
ませんか？作ったスプレーはお持ち帰りできます。
②生活の中の色が、どんな風に心に作用しているか学んでみませんか？
カラーセラピー体験付きで、新たな自分発見もできるかも？
＜所要時間＞各　約 60 分
＜料金＞①1,500 円　②1,000 円
＜対象年齢＞共に 10 歳から大人
＜お問い合わせ＞nasgwr@yahoo.co.jp
担当者：ナチュラルブリーズ /菅原なおこ
https://natural-breeze.jimdosite.com
＜定員＞8名　②5名
＜出店日＞17 日、18 日、23 日

粘土でパンケーキを作りましょう。フルーツももちろん粘土で手作りです。好
きなフルーツやソースを選んでホイップしてください。美味しそうな粘土のパ
ンケーキを一緒に作りましょう。
＜所要時間＞30 分～ 45 分
＜料金＞1,000 円
＜対象年齢＞4歳～
＜お問い合わせ＞ryoko020386@gmail.com
担当者：まつだりょうこ
https://www.instagram.com/okashi0123/
＜定員＞4名
＜出店日＞18 日～ 22 日

テーブルでの気軽な茶道体験。日本文化を感じ、お抹茶をたててみましょう！
正座不要、洋服で、初めてでも作法を知らなくても大丈夫！出来上がったお茶
と和菓子を頂きながら、ゆったりと楽しい時間をお過ごしください。
＜所要時間＞30 分
＜料金＞1,000 円（1名、親子参加は 1,600 円）
＜対象年齢＞3歳以上全ての方（親子参加は小学生まで）
＜お問い合わせ＞
info.tokyomaccha@gmail.com 090-7947-9072
担当者：with 抹茶 / 長尾
HP：https://www.ameblo.jp/omacha-life
＜定員＞8名
＜出店日＞17 日、19 日～ 23 日

食べたくなる！自分だけのオリジナルパンケーキキーホルダー

大人も！子どもも！カジュアルに楽しめる♪テーブル茶道体験

①花粉症対策☆鼻スッキリ！アロマスプレー作り＆
②色彩心理×カラーセラピー

「べき思考」を手放して、楽に生きよう！
カウンセラーによる気づきのワーク

お片づけワークショップ&ママ向け片づけミニ講座

①親子で文房具を使った楽しいお片づけ
体験！片づけのステップを学んで新学期
に向けて親子で片づけよう！
②ママが楽になる！ゆる～くポイっと簡単
な「ゆるぽい収納術」お片づけミニ講座
＜所要時間＞各　約 40 分
＜料金＞
①親子１組 1,000 円（お子様 1名追加につき 500 円、
　  小学生 1名で参加 500 円）
②1名様　800 円（ご夫婦 1,500 円）
＜対象年齢＞①年長～小学生の親子②大人
＜お問い合わせ＞
メール irodori3317@gmail.com
TEL：090-1427-7532
担当者：irodori/ 熊澤
HP：https://irodorikataduke.amebaownd.com/
＜定員＞各回４組
＜出店日＞
17 日～ 18 日、
20 日～ 23 日
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①五感脳トレ : 作文能力・記憶力・思考力・
判断力・計算力がアップするゲームを行い
ます。
②アートセラピー : 海外のペイントを使って、
心理状態・性格・傾向などが分かります。
＜所要時間＞各　約 40 分
＜料金＞1人 2,000 円・2人 3,000 円
＜対象年齢＞1才半～大人
＜お問い合わせ＞
メール： info@5-brain.com
担当者：武田　規公美
HP：http://5-brain.com
＜定員＞8名
＜出店日＞
21 日～ 22 日
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