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R’s★6のお店の特徴は、なんと言っても人の温かさ。アット
ホームなお店にしたいというマネージャーの願いを
ネイリスト、スタッフ一丸となって体現しています。

一歩店内に足を踏み入れると、スタッフとお客様が、朗らかに
会話を楽しまれています。ポップで明るい店内に女の子の心は
弾むこと間違いなし。
人気店なのでお客様も多く、待ち時間が少しできる事もしばし
ば。そんな時すぐに、お待たせしているお客様の元へマネー
ジャーやスタッフが駆け寄りお話を始められるのです。そのた
め、始めて来店されても安心です。

２つ目の特徴は、業界最安値の料金。
人工付け爪のスカルプチャーは、10本で、４０００円。
（一般相場では、１００００円以上）
自分の爪を強化しつつ美しく見せるジェルネイル（グラデーショ
ン）は、なんと３５００円。（一般の相場では、６０００円～７０００
円。）一般的には、ジェルネイルの上に飾りを盛ることで料金は
増えていき、全部で１００００円以上という事もよくあるのですが、
R’s★６には、付け放題のメニューがあります。なんと料金は、
８０００円という安さです。さらに、お得な特典もあるようです。

ネイルの技術も高く好評です。ネイリスト１人、１人に多くの
ファンがついています。
日々のネイリスト達の努力と汗の結晶です。
常連のお客様の中には、福岡県外・市外からも通ってくだ
さっています。

気になるお店の場所は、福岡市市営地下鉄西新駅 2番出
口左折 歩いて15秒です。目の前には、ドンキホーテ西新
店がありますので、わかりやすいです。

写真は、ジェル・スカルプの例です。お客様の要望に応えています。
サンプルもたくさんあります！！ネイリストのアドバイスもあって安心！

業界最安値とは思えない技術の高さで大好評！！

ネイルケアを体験したことのない方にはとくにおススメ★

TEL

092－832－6866
営業時間

11:00～22:00（最終受付）

Access 福岡市早良区西新4-9-36 第三角野ビル４F

福岡市営地下鉄西新駅 2番出口出て15秒
URL http://www.rs-6.jp

R’s★6 西新店マネージャー 今坂有希子様にお話をお伺いしました。



株式会社HSC 楽らく館
住所：福岡県大野城市御笠川6-11-5
フリーダイヤル：0120-484-555

福祉介護に関することは全てお任せ！
平成19年11月5日に楽らく館を設立しました。
独立する前は、レンタル卸業社に勤めていました。
そこで、学んだ知識や人脈を生かすことができる職種にしようという思
いがあり、細かな内容は市場調査をし、福祉介護用品のレンタル・卸・
販売をすることに決定。
福祉・介護は少しずつ世間に広まってきていますが、実際に福祉介護
用品はどのようにしたら手に入るの？？と疑問をもたれている方ばか
りでした。
レンタルできる事を御存知の方は非常に少なく、補助金の有無、補助
金をどのように申請すれば良いかなどを知らない方が多数存在すると
いうことが分かりました。
このような方々のお役に少しでも立てられればという思いで設立しては
や2年。少しずつではありますが困られている方の手助けを少しずつお
手伝いしています。

問合せは日本全国より
ホームページを開設する前の営業方法としては、プッシュ型営業で行
政窓口・病院・介護施設に人海戦術で訪問してチラシを配るなどのこと
をしていました。
しかし、ホームページ開設後数ヶ月で、日本全国からホームページを
見て御依頼を承ることが多くなり、改めて自宅で御家族を介護されてい
る方も多くいると感じました。日本全国の介護をしている方の支えに少
しでもなれるようにベット（介護ベットは複雑な構成のものもありますの
で、きちんとした技術が組み立ての際に必要です。）の組み立てなどお
手伝いできることはお手伝いさせていただいています。
少しでも介護者の負担を減らす手助けになっていれれば幸いです。

http://rakurakukan.net

楽らく館 館長須原康彦様にお話をお伺いしました。

従業員一同

■介護福祉用品 新古品・中古品販売
福祉用具専門相談員により納品なので安心。
中古品は、オゾン滅菌消毒・両性界面活性剤消毒
アルコール消毒（エタノール）をしています。
詳細は、ホームページをご覧下さい。

■無料引取・高価買取
査定無料！
必要でない福祉用具・介護用品を処分したい方
無料引取り致します。
電動ベット・車いす・電動車いす・電動カー・歩行器
入浴用具・排泄用具など多数お引き取り致します。

業務内容

■福祉用具レンタル
即日及び翌日納品対応可能です。
御希望商品の無料お試しを一週間程度実施していただ
けます。配布しているレンタルカタログ以外の商品も
多数取り扱っております。

■特定福祉用具販売
福祉用具販売カタログ（介援隊・ウェルファン・
オールライフ・他）をお取扱しています。
限定商品キャンペーン実施いたします。

■住宅改修
手すり1本より工事ご依頼OKです。
ご依頼→お見積→事前審査→工事→完了申請まで迅速・
丁寧安全に行ないます。
保険対象外の工事など何でも御相談下さい。
工事理由書の作成も行ないます。

■施設様向 定額レンタル
家具3点セット（床頭台・カウンター・ワードローブ）
レンタル期間終了後は、レンタル商品を施設様へ
寄贈いたします。



有限会社 WILLOW
代表 浅羽 雄一 様

今回は、有限会社WILLOWの代表浅羽雄一様にご紹介いただいた、

株式会社DMX代表取締役本田雄一様にお会いして、お話をお伺いしました。

福岡R不動産の運営会社です。不動産の物件をユニークな視点で紹介されています。

自分好みの住まい・事務所を探している方にすごくおススメです。

24歳で独立。

２拠点居住プロジェクト

株式会社DMX
代表取締役 本田 雄一 様
〒810-0003
福岡市中央区春吉3-22-23-3F

TEL 092-791-8180
FAX 092-791-8181
URL
http://www.realfukuokaestate.jp

宅建業免許番号：
福岡県知事（1）第16059号

福岡R不動産(real fukuoka estate)

出身が横浜だという事もあり、就職するまで残念ながら九州
に来たことがありませんでした。リクルート系の企業に就職
し、入社後すぐに九州支社に配属され福岡の街が好きにな
りました。もともと3年で会社を辞め、独立する予定でいたの
で、入社して２年半たったとき東京に戻る予定もなく、ちょう
どいい時期だということもあり、不動産業で独立をしようと決
意。2007年、24歳で土地勘や相場感のあるここ福岡で独立
をしました。

独立する前から、付加価値のある不動産屋を経営したいと
思っておりました。データだけを羅列して普通に家を見せて
契約というスタイルが自分の中でしっくり来ず、建築学科出
身という強みを活かし、少し違った目線で不動産を感じてい
ただこうという想いがありました。

一風、変わった物件のみを掲載するというポリシーで運営し
ています。始めは物件を集めるのに大変苦労しましたが、逆
に今は変わった物件を掲載して欲しいという嬉しいご依頼を
いただいています。

福岡R不動産は、当社が運営している不動産売買・仲介の
WEBサイトです。東京R不動産と提携しています。
東京R不動産の代表は以前の職場の先輩です。
新しい視点で不動産探しをというテーマに共感し、
福岡R不動産を運営することになりました。

不動産開発/再生におけるプランニングをしたいという
思いで、糸島の芥屋に自社で土地を購入し、「海沿い
に第２の家を持とう！」というコンセプトで町並みを作
りを始めました。
言い換えると２拠点居住を提案しています。
例えば、平日は街中に住み仕事に励む、週末はス
ローライフを楽しみしっかりとリラックス。このようなラ
イフスタイルはいかがでしょう？
世の中にインパクトを与えるのも我々の仕事だと思っ
ています。

～代表者写真～

代表取締役本田雄一様
オフィスでの一枚。
オフィスは広々とし、
不動産屋さんとは思えない
素敵な空間です。
街中にあるカフェのような
落ちついた雰囲気と
リゾート地のような優雅さが
溢れたオフィスでした。
ベランダも広く、景色も
最高です。

※福岡R不動産は、株式会社DMXが
運営するWEBページです。

感性に訴えかけるコメント
を充実させています。土
地の空気を直接感じるこ
とができるのでイメージが
湧きやすいと好評で、月
間18万件のアクセスがあ
ります。雑誌感覚で見る
方も多いようで、個性ある
物件を的確に表現し、読
み物としてみても、読み応
えはあると思います。

検索キーワードも非常に
ユニークです。
一度ご覧下さい。
http://www.realfukuokaes
tate.jp



第９回目のオトコ気研究所のテーマは、『今こそチャンス！』
20代から３０代の方向けのメッセージです。
人としての引き出しを増やすために、みんなで考え行動しましょう。
有限会社プランニングナックの井上和雄様に語っていただきました。

Presented by
有限会社プランニングナック
福岡市博多区堅粕４－４－１
TEL092-437-1617
http://www.planning-nac.com

★後悔する人生はもったいない★

プランニングナックは、
イベント演出、映像PR
を中心に、お客様の
ニーズにあったより、
効果的なソリューション
を提供します。

この不景気のなかで、仕事があるのは、ありがたい。
デフレはまだまだひどくなると思う。
そうなると、社員一人一人の考え方が重要になってくる。

おいらは、人を減らす事は考えてない。
物の質を落とすスパイラルに加わる事もしたくない。
それよりも質を（クウォリティー）をあげて行きたい。
給料を下げてモチベーションをさげたくない。
もっと経費削減するのは、他にあるとおもう。
だから働いてる人達にわかってほしいのは、いまが正念場ということ。

２０代は３０代の自分を、３０代は４０代の自分、・・５０代は６０代の自分をというように今
の世の中と向き合って考えて生きないと、負けてしまう。
確かに給料は、売上げを気にしないでちゃんと支払われる。
しかし今のところで先はわからない。
おいらは２０代には３０代を考えて努力した。永ちゃんの『成り上がり』の中に年代が変わ
る時には目に見えないパスポートがあると書いてあった。
それをみてから３０～４０～５０代と頑張った。
ただ歳をとるのは出来る。でも歳を重ねることは難しい。
だから今いる会社がちゃんと給料を払ってくれてるなら、もう一度むきあって
自分が会社で何に貢献できるのか？を考えてみる。
これからは、ただのリーマンは生きてはいけない時代だとおもう。

Vol.9

コスメ、ヘアー、コスチュームと美しさにかけては努力を
惜しみなくできる私たち女性ですが今日は、その『もと』の
身体を可愛がろう～というお話です。

『伊達の薄着』という言葉通り、寒い冬もミニスカート、
スリム感をだしたくて薄着。
すると身体は冷えきっています。
低体温だと病気になりやすいと、本で読んだ事あります。
冷えが顔色を悪くし、体調不良を起こします。

近年の私は、ヒートテック2枚重ね、腹巻き＆湯たんぽは
必需品です（大笑）普段から持ち歩いていて見た目も
かわいいウサギとクマの2つを使っています！！

若い頃はわかりづらいです、でも確実に『冷える身体』
になっていってますよ～！みなさん。
今からでも遅くないです。
暖かいからだつくりを心掛けましょうね！

いつまでも健康で美しくあるために！
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『美・健康・ライフスタイル･
恋愛』の最新（気になる）
情報をOFFICE NOIR
竹田麻紀様にお伝えいた
だくコーナーです。

Vol.21

★冷え対策で女度アップ！！★

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

2）毎週末天神新天町マック横で路上ライブ開催！

3）NHK 松本清張生誕100年記念スペシャルドラマ
「星の残照」・主役 松木賢介役
12月放送予定

NOIR NEWS
JUMICCHI情報
1）ーLIVE informationー
『宮崎恋旅キャンペーン』
12月18日（土）
1st 15：00～ 2st 17：00～
場所 ソラリア1Fゼファ

Model ： JUMICCHI



このコーナーで紹介する「ストレスマネジメント・ヨガ」の技法で、日々のストレスを一緒に解消しましょう♪

胸を大きく開く、

「開胸ポーズ（変形）」で
素敵な体作りをしましょう！

第１8回
開胸ポーズ（変形）

胸筋を鍛えましょう♪

LESSONＫＡＫＯ
先生の

11 息を吸い
ながら右

側へひねり、胸
を開き、一呼吸。

22

ポイント！動く方向と丹田へ意識を集中。

男性：スーツの似合う自信溢れる素敵な体形になります。
頼れる男性を目指しましょう。

女性：バストアップ効果があり、体も温まります。

効果

33 さらに息を
吐きながら

弧を描くように手
を下ろす。

転職エージェントMilestone (マイルストーン）の野崎様と英会話カフェ・ライカード・カフェの住吉様に、英会
話の楽しさや上達のコツを分かりやすく、おもしろくお伝えしていただくコーナーです。英会話ができると仕
事やプライベート色々な場面で役に立ちますよ。

今月の言葉：Outside the  box.

（訳） ”独創的な” という意味です。箱（既成概念）の外で考えるということです。

vol.6

英語貯金、始めませんか？⑤
By 住吉祐一郎

前回は「英語の本をまずは10冊くらい
読みましょう」と書きました。でもいきな
り10冊と言っても、一体どのような内容
の本を読めばいいの

現状に問題があり、それを解決する方法を模
索するときに使う表現です。
" Any idea is fine.  Think outside the box."  

Outside the box でHappy Christmas !!

平尾のライカードカフェでは、初心者の方も安心して参加できる英会
話を開催中です☆
お問合せは、０９２－５２６－４３３０

（１８：３０－２３：００）

URL：http://www.leichhardt-2f.com/

息を吸い
ながら正

面で胸とヒジを
開く。

「開胸のポーズ（変型）」の動画はこちら♪
「元気の出るHP : Kako’s shop」

http://altamoda.jp

2009年10月より
「オフィスdeヨーガ」動画配信決定！

今月の言葉解説
By 野崎 洋一

英会話
コラム

44頭の後ろ
で手を組

み、足を少し
開く。

55息をはき
ながら元

に戻し、左側も
同様に行なう。

66息を吐き
ながら上

へ上へ手の指
もグッと伸ばす。

以前、外資の会社に勤めている
ときにナイジェリア人の上司が
会議の際に良く言っていました。

でしょう？答えは簡単。
「自分の好きな本を読む」です。自分の好きな内容の
本なら、読み進むことは難しくないし、わからない表現
が出てきても苦にならないことが多いからです。
反対に、興味のない内容の本を選ぶと、わからない
表現が続いたときにあきらめてしまいがちです。まず
は英語を読む、という習慣をしっかり身に付けるため
にも、自分の好きな、興味を持てる本を選んでみてく
ださい。



ホームページからの問合せ
サポートの邑上さんのすすめで、顎関節症コースを掲載した
とたんお問合せを頂くようになりました。当院は、顎関節症
やむち打ちの自信があります。治療に病院に通われたけれ
ども治らずに当院にいらっしゃる方も多いです。コースや料
金はぜひHPをご覧下さい。
顔面神経マヒでお悩みの方の改善例も多くあります。
顔のむくみを解消し、甲状腺全摘出でホルモン投与による
ムーンフェイスなどの症状の改善例もあります。

皆様になじみの深いフォーバルのサポート担当が、気のむくままにコラムを書くコーナー

ホームページを上手く活
用できていますか？
悩まれている方も多く、
問合せが増えています。
そんな中、ホームページ
を活用できているお客様
の成功事例や成功の秘
訣を私フォーバル邑上が、
お伝えしていくコーナー
です。

Vol.7

RKカイロ（けご接骨院 ）TEL：092-771-0058
住所：福岡市中央区警固2丁目14-1

RKカイロ療法とは・・・
カイロプラクティス、オステオパシー、スポーツ医学、
人体自然機能学、心理学、栄養学に基づいた療法のことを
RKカイロ療法といいます。
症状を治すために行なうのではなく、症状と体部分としての
関連を把握し、いかに的確に対応するかを決定します。体の
一部分を改善するだけで良い場合もあれば、全体を改善し
ていかないといけない場合もあり、人それぞれです。

http://www.rittai.cc

（左）代表者 橘 裕治

12月に入りますと、そろそろ花粉症の季節に近づき憂鬱な気持
ちになってきますよね。しかし、今年の平田は違います。前回の
花粉症コラムで、中の大の反響を得た、
そう、ぼくらの強い味方、飯塚の某医院を知ってしまったからで
す。現在は、いつでも掛かって来い（粉だけに）という気持ちで
一杯です。飯塚と聞くだけで、胸がすくおもいです。（笑）

花粉症といえば、マスク。以前はマスクしていると、ちょっ
と怪しかったりもしましたが、現在はインフルエンザの影響
で違和感を感じなくなりましたね。
（そのかわり品切れや、量販店での販売価格が若干上
がってしまいました。）
マスクの意外な利点としては、以前同僚に、「歌いながら
運転していたでしょ」と指摘された事がありました。車中、
マスクをしていると、歌を歌っていても気づかれません。
（笑）

大反響 花粉症コラム第２弾！ Presented ｂｙ平田

*注（ここから下は、花粉症でない方は飛ばしていただい
てもかまいません。）
前回の花粉コラム以降、お客様先に訪問しますと、質問
攻めにあうこともしばしばありました。現在もなお反響があ
ります。花粉症でない方にも、質問されました。と言います
のも、知人が花粉症で、是非教えてあげたいという優しい
方も、多数いらっしゃったからです。また、意外と（私が知
らなかっただけですが）多くの皆様が、本当はこちらの医
院を耳にはしていたけれど・・・という情報通なのに驚きま
した。
近くに、良いお医者さんご存知のかたいらっしゃいました
ら、引き続き情報お待ちしています。

飯塚の某医院に行く時、福岡からですと、有料道路を通って行く
ことになるかと思います。法定速度を守り安全運転を心がけま
しょう。しかし、この道、なぜか後続のクルマが、どんどん増えて
いき、ものすごいプレッシャーを感じる事があります。

自分は、事前にきっちり通行料を、
車内の硬貨入れに用意していますので、
3車線もある料金所で、トップで
通過してしまいます。
必然的に、再度後続車を抑えた
かたちとなります。
プレッシャーと戦い涙をのんで
安全運転です。

接骨院をはじめたきっかけ
小さな時からブラジルで生活をしていて治療が出来ない方
をたくさん見てきました。何も使わないで人を治癒させるこ
とができないかと思い、自分の知識と技術で人に喜んでい
ただけるような治療法はないかと探しているうちに整体と出
会い、勉強を始めました。
自分の生活と人に喜んでもらいたいという思いで接骨院を
始めました。

（上）清潔感ある院内の様子



地道で粘り強い行動が成果に繋がります。
自分を支えてくれる人への心配りをし、家族
と過ごす穏やかな時間を大切にしましょう。

地道で粘り強い行動が成果に繋がります。
自分を支えてくれる人への心配りをし、家族
と過ごす穏やかな時間を大切にしましょう。

発行：株式会社 フォーバル 九州サポート課
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル10F
お問合せ Tel:092-262-1051 Fax:092-262-1059
e-mail info-kyusyu@forval.co.jp

サポート
担 当

※Ｃｏｒｅｅａはシャープカラー複合機MX-3500Nで作成しています。

福岡玄海の母

池田 東瞬

コーレアの花には「お互いをよく知る」と
いう花言葉があります。
本誌：Coreea（コーレア）は、フォーバルを
通じてお客様同士がお互いを知るための
きっかけとなることを目的としています。
そのため、掲載や配布は、全て無料で
行っております。
福岡県内の各企業様に弊社の担当者が
直接配布させていただいております。

今年も年末ですね。年末といえば、大掃
除。と、いうことで大掃除の際の注意点
についてお話をします。
大掃除は、いろいろなものを動かすと思
います。机、椅子、ファイル、電話機、パ
ソコン、コピー機、その他機器、社長など
（笑）特に大きなものを移動するときには、
注意を。床の下のは電話、パソコンなど
の線が配線されています。引きずってき
らないように注意しましょう！
2009年度年末・年始の休業日案内
★12月29日～1月3日

日本推命学館師範講師（四柱推命）
として活躍。暖かい雰囲気から醸し
出される説得力あるトークでキャナ
ルシティには、いつも行列ができる
賑わい。YahooJAPANにも登場。

鑑定場所：キャナルシティー博多地
下1階ウルトラマンワールド横
営業日:日,月,水,第1.2.5金曜日
時間:11:00～20:00
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：
（有）ゼナ092-481-3556

S１・１０・１９・２８
３７・４６・５５・
H1・10・１９年生まれ

S１・１０・１９・２８
３７・４６・５５・
H1・10・１９年生まれ

活動的で多忙な月。周囲の協力もありそうで
す。新しい分野に目を向けて世界観を広げ
てください。難問に目処がつき、安定した月
です。

活動的で多忙な月。周囲の協力もありそうで
す。新しい分野に目を向けて世界観を広げ
てください。難問に目処がつき、安定した月
です。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

節度と順序を守り行動範囲を広げる月です。
たくさんの人との付き合いができ、評価や信
頼を得られます。ただし出すぎた言動や上手
い話には乗らないよう注意。

節度と順序を守り行動範囲を広げる月です。
たくさんの人との付き合いができ、評価や信
頼を得られます。ただし出すぎた言動や上手
い話には乗らないよう注意。

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

運気は強いのですが、吉凶が交錯気味。臨
機応変な対応を心掛けましょう。過不足の調
整が次のステップアップに役立ちます。外食
を控え和食中心の食事をし、家族揃って神
社に行くと大きな力をいただけます。

運気は強いのですが、吉凶が交錯気味。臨
機応変な対応を心掛けましょう。過不足の調
整が次のステップアップに役立ちます。外食
を控え和食中心の食事をし、家族揃って神
社に行くと大きな力をいただけます。

人との交流が活発になる多忙な月です。慌
てず状況をよく見極めて慎重に行動してくだ
さい。月の後半ダウンしないように、大切な
用事は先に済ませておきましょう。

人との交流が活発になる多忙な月です。慌
てず状況をよく見極めて慎重に行動してくだ
さい。月の後半ダウンしないように、大切な
用事は先に済ませておきましょう。

S７・１６・２５・３４
４３・５２・６１
H７・１６年生まれ

S７・１６・２５・３４
４３・５２・６１
H７・１６年生まれ

S６・１５・２４・３３
４２・５１・６０
H６・１５年生まれ

S６・１５・２４・３３
４２・５１・６０
H６・１５年生まれ

好調な運気です。
謙虚な姿勢で丁寧な取り組みを心掛けま
しょう。今年を振り返り来年に備えることが大
切です。

好調な運気です。
謙虚な姿勢で丁寧な取り組みを心掛けま
しょう。今年を振り返り来年に備えることが大
切です。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

変化運です。強引に出たい気持ちを抑えて
自重しましょう。新しい付き合いもあり、よき
支援者に恵まれるでしょう。旅行などの吉方
移動が幸運を呼びます。

変化運です。強引に出たい気持ちを抑えて
自重しましょう。新しい付き合いもあり、よき
支援者に恵まれるでしょう。旅行などの吉方
移動が幸運を呼びます。

形勢判断を誤らぬように、現状を守って無難
にすごしましょう。仕事面はしっかりと足元を
固め、健康面は持病の再発に注意を。

形勢判断を誤らぬように、現状を守って無難
にすごしましょう。仕事面はしっかりと足元を
固め、健康面は持病の再発に注意を。

S４・１３・２２・３１
４０・４９・５８
H４・１３年生まれ

S４・１３・２２・３１
４０・４９・５８
H４・１３年生まれ

S３・１２・２１・３０
３９・４８・５７
H３・１２年生まれ

S３・１２・２１・３０
３９・４８・５７
H３・１２年生まれ

信頼していた人からの裏切りや、約束を破ら
れるようなことがあるかも。自分の力の限界
を考えて、手際よく行動しましょう。今月は守
りの姿勢で乗り越えて！

信頼していた人からの裏切りや、約束を破ら
れるようなことがあるかも。自分の力の限界
を考えて、手際よく行動しましょう。今月は守
りの姿勢で乗り越えて！

モコフワのアイテムを。注目のクリスマスイ
ルミネーションスポットを訪ねてみる事。

モコフワのアイテムを。注目のクリスマスイ
ルミネーションスポットを訪ねてみる事。

好きな音楽を流しなら寝ると、体内の毒素を
流してパワーの補給が出来ます。
キラキラしたラインストーンを洋服に取り入れ
てください。

好きな音楽を流しなら寝ると、体内の毒素を
流してパワーの補給が出来ます。
キラキラしたラインストーンを洋服に取り入れ
てください。

アロマテラピーでリラックス。シトラス系・フ
ローラル系の香りは縁を呼びます。
アロマテラピーでリラックス。シトラス系・フ
ローラル系の香りは縁を呼びます。

前髪アップで額を出すアレンジを。
外食を控え、内食で和食を中心に。

前髪アップで額を出すアレンジを。
外食を控え、内食で和食を中心に。

上質でシンプルなストールとエレガントな
バックで運気アップを。

上質でシンプルなストールとエレガントな
バックで運気アップを。

オレンジなどの暖色系の服が楽しみを増やし
てくれます。

オレンジなどの暖色系の服が楽しみを増やし
てくれます。

白をメインカラーで赤をワンポイントに入れ
てください。アイカラーは、パール感のある
もので。

白をメインカラーで赤をワンポイントに入れ
てください。アイカラーは、パール感のある
もので。

新しいコスメ、ダイエットなどの実践。まつ毛
は、ボリュームアップで華やかに。

新しいコスメ、ダイエットなどの実践。まつ毛
は、ボリュームアップで華やかに。

ソルトバスでストレスを流しましょう。
淡水パールのネックレスをポイントにしましょ
う。

ソルトバスでストレスを流しましょう。
淡水パールのネックレスをポイントにしましょ
う。

22 00 00 99 年年 1２1２ 月月 九九 星星 占占 術術☆☆ ☆☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

久保 幸一

キャナルシティー博多で活躍中の人気
似顔絵師。元銀行マンという異色の経
歴の持ち主。しかしかなりの実力の持ち
主で、あのテレビチャンピオンで準優勝
の経験もあり。フェルトペンを使用しウ
イットに富んだ画風で皆様に幸せをお届
けしています。


