
インスタ映え間違いなし！
美味しい食事で元気になる。

アンバサダーがプロデュースする
キレイを叶えるビューティセミナー。

アンバサダーが交替しながら
カフェバーの店主に変身！
皆様をおもてなししながら交流
時には人生相談にも乗っちゃいます！

食べて元気になる!! 心のビューティーカラダをリセット

カフェ & バー
1Fで実施

Check

※ 写真はイメージです
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検索セトレ
☎ 078-708-3331
ご予約お問い合わせ〒655-0036 神戸市垂水区海岸通11-1

定休日／火曜日　 交通／JR舞子駅から徒歩7分

http://www.hotelsetre.com

駐車場2時間無料 ※ アジュール舞子 ￥200／時間P
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2018 10.28 SUN
※ 受付 10：30～11:00 16:00

SETRE KOBE MAIKO 

セミナー

入場無料

¥1,500

第 3回



第1回ミセス日本グランプリ。 今まで3000人を指導しきた
ビューティーダイエットコーチ。 コアティスは、体幹トレー
ニングと瞑想ストレッチを融合させた滝川愛梨オリジナル
メソッド。 簡単にお腹引き締める方法や、心と体をリラックス
させる方法を教えていただけます。

ビューティーダイエットコーチ
コアティス考案者 滝川愛梨さん

元CAの旅コーディネート・旅パッキング・収納術。 旅は楽しみ
な反面、準備も大変ですよね。 CAが実践している荷物を減ら
してスマートに移動するコツや、短時間コンパクトパッキング、
普段から効率的に収納する片付け技をお伝えします！

元CA オンナ社長

広瀬しのぶさん

毎日おいしく・楽しく・美しく～♪ 食べ歩き16年目突入。 
SNSグルメライター。 ファンタジーな食と旅の世界を毎日
発信しています。 今回は、心のビューティー担当です。 人生
相談でも美味しいグルメ話でも、インスタ映えする写真の
撮り方などさまざまなジャンルから質問、ご相談ください。

SNSグルメライター

コウノアツコさん

音楽好き・海好き・美味しいご飯とお酒が好きな夏生まれの夏女。
グルーデコ＆アイシングクッキー 認定講師。 元あこや真珠会社
勤務の経験を生かして真珠使ったアクセサリーを製作中です。
レッスンも開催しますので ぜひお越し下さいね！！！

ラジオパーソナリティー/MC

森夏子さん

第一回ミセス日本グランプリ50代部門受賞。 フランス国際
文化賞公認講師。 エコールド フランス フラワーデザイナー。
フラワーセラピスト。 ソープフラワーを花材としたテーブル
のセンターを可愛らしくかざるプティセンターデザインの
アレンジを短時間で仕上げられるレッスンをお伝え致します。

ミセス日本グランプリ公式マナー講師

花尻実宝子さん

元CA
旅パッキング術

定員20名

講師／広瀬しのぶ

ミュージック
ヨガ

定員20名

講師／大久保かれん
講師／阿部ゆうき

定員20名

講師／花尻実宝子 和モダンな
組紐飾りのワークショップ

定員20名

講師／佐藤留美

腸美人
スムージー講座

定員20名

講師／滝川愛梨

フラダンス 定員20名

講師／
Waimakaaloha

お腹引き締め
コアティス

定員20名

講師／滝川愛梨
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11:00

11:30
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12:30

13:00

13:30
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14:30

15:00

15:30

16:00

Time Table ＊定員のあるレッスンは、 ご予約優先 とさせていただきます。
＊エクササイズのレッスンにご参加の方は、動きやすい服装でご参加ください。 （更衣室あり）

＊　   印は、別途材料費が必要となります。

検索セトレ
〒655-0036 神戸市垂水区海岸通11-1
定休日／火曜日　交通／JR舞子駅から徒歩7分

https://airrsv.net/beautyfes/calendar

HOTEL SETRE

駐車場
2時間無料
アジュール舞子
￥200／時間☎ 078-708-3331お問い合わせ

ご予約

1レッスン ¥1,500

予約はQRコードから

チャペル １F ラウンジ 3F スイート２F バンケット

（玉置ゆかり）

LUNCH BAR
TIME

12：15 ～
フラダンス 11：00

 ～
16：00

セトレオリジナルスイーツ
＆

ドリンク販売
インスタ映えする

かわいいスイーツ販売！
※ 1F ラウンジにて

2000年 Ka Liko O Kapalai 日本校にてフラと出会う。
Kalanimaikai&Kauali’i、そしてKUMU Ainsley 
Halemanuのもとフラを学び2007年 Ka L iko
O Kapalaiのインストラクターとして活動開始。 2015年
1月「WAIALOHA HULA STUDIO」として正式活動開
始。 HALAU名のもと「愛が溢れる教室づくり」を生徒
の皆さんと社会、そして自然に支えられ日々邁進中。 
現在、地域のボランティア活動を中心に様々なイベン
トに参加。神戸を中心ににて自身の教室開催中。

ネイルケア

講師／叶迫奈緒美
12：15 ～ 16：00

自宅にてnailsalonpblue経営
nailsalonkapua所属
jnecネイル検定2級
ネイリスト衛生管理士

ヘアメイクレッスン

講師／荒木桃子
12：15 ～ 16：00

インテリアデコレーター
食空間コーディネーター
照明プランナー

『＃SETREビューティフェス』
SNS投稿で抽選でプレゼント

ハッシュタグをつけて、
リアルタイム（11：00～16：00）に
SNSに投稿してくれた人の中から

抽選でセトレペア宿泊券

Check

講師／森夏子
12：15 ～ 16：00

アクセサリー作り

フラワー
アレンジメント

長年のラジオDJを経て現在はヨガインストラクター、 主に
SUPヨガなど海をテーマに展開。 今回のレッスンでは音楽に
合わせてポーズを取るミュージックヨガ。 マイケルジャクソン
やブルーノマーズ などのポピュラーな曲に合わせて流れる
ようにヨガのポーズを取るので、まるで踊ってるような楽し
い感覚。 ヨガが初めての方も楽しくチャレンジ！

ヨガインストラクター/フリーMC

大久保かれんさん

和モダンなテーブルやナプ
キン飾りに、 この冬活躍しそ
うなアイテムのご提案です。

※ 写真はイメージです

フランス国際文化賞公認講師

簡単オシャレなアレ
ンジをプロから学び
ましょう。

ビール、ワインやソフト
ドリンクなどご用意
しております。

チャペルにて貴方のお写真
を無料でお撮りします。
お手持ちのスマホやカメラ
をご持参ください。

チャペル無料撮影会

入場無料 アンバサダー
プロフィール


