
【お問い合わせ】
090 -1682-3555（担当：赤澤）

【協賛企業】

アフェクティブ
バストセラピー協会

株式会社
イーグルオリーブオイル

クリエイティブ 
コワーキングスペース 

TOGITOGI

限定販売！巡り
を促す

美乳温活パット
顔認証・検温シ

ステムで

安心安全

当日限定プライス！2年連続受賞オーガニックオリーブオイル＆オリーブオイル酵素ドリンク

Woman Cheering!

三ッ星マルシェ 2020

20%OFF
お一人様 2個まで

20%OFF
10%OFF

株式会社MID

対面orオンライン

他にも当日限定のサプライズ商品を多数取り揃えています♪
三ッ星限定商品コーナー

お申し込みは
こちらから

超人気講座から認定講座まで！　通常での割引はございませんのでこの機会に御利用ください。

お得！選べる特典レッスン

♥三ッ星プレミアム ハーブソルト
通常 900円（税込）→応援価格 850円（税込）（応援50円 ）
香川 岡山 ハーブ教室Ruka生西 正美先生
クリスマス島の海塩と農薬不使用の
こだわりハーブのプレアム調味料

♥オリジナルこだわりの
柚子胡椒赤と青セット
Taeko’ s kitchen 
通常 1,200 円（税込）→応援価格 1,100円（税込）（応援 50円）
お米二合各種
通常 500円（税込）→応援価格 450円（税込）（応援50円）
ひのひかり／おひさまのかけら／きぬむすめ

♥ルイボスティー 3 個セット
FOOD COSME STYLE
有機ルイボスティーグリーン 15bags
有機ルイボスティーレッド  15bags
ルイボスマサラチャイ 15bags
通常 1,944 円（税込）→
応援価格 1,900円（税込）（応援20円）

♥おっぱい温活美乳ブラパット
『Doux ailes pat』
アクティブバストセラピー協会
通常4,950 円（税込）→応援価格 4,455円（税込）

♥オーガニックオリーブオイル  
株式会社 イーグルオリーブオイル
二年連続受賞！ビルサ 250ml
通常 2,484 円（税込）→応援価格 1,987円（税込）
ベルベル 250ml 
通常１,836 円（税込）→応援価格 1,468円（税込）
大人気！酵素ドリンク 
通常 4,212 円（税込）→応援価格 3,369円（税込）
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Mitsuboshi  Lesson Premiumハーブ教室RukaMasami Ikuniship r e s e n t s

農薬不使用ハーブハーブクリスマス島海塩

Mitsuboshi  Lesson Premium
RukaRukaRukaRuka

PremiumPremiumP
ハーブソルト

限定50個

農薬不使用ハーブ
クリスマス島海塩

Mitsuboshi  Lesson Premium

ハーブ教室Ruka
Masami Ikunishi

p r e s e n t s

Premium
ハーブソルト

★SNS  林先生 2021年への気学開運アドバイス〈30分〉5,000円→3,000円 オンライン

★SNS  吉田先生 マスクメイク＆アドバイス 2,000円 オンライン

★SNS  棚橋先生 マスクメイク＆アドバイス 2,000円 オンライン

★SNS  髙森先生　happyマインド！ わたしの未来予想図 2,000円 オンライン

ヘアーアレンジレッスン 5,500円→4,500円 オンライン

ポーセラーツ お正月のお重 三段重 12,500円→11,000円 対面
ポーセラーツ 耐熱ガラスカップ 通常 2個セット 5,000円→3,500円 対面

YORKパーソナルカラー診断プレミアム〈2.5 時間〉  22,000円→19,800円 対面
20と21をセットでお申込みのお客様〈3時間〉  三ッ星限定価格 30,800円 対面
森先生 オリーブオイルテイスティングとタルトフランベレッスン  6,500円→5,500円 対面

プレミアムパーソナルカラー診断＆メイクレッスン〈4時間〉66,000円→44,000円 対面
★SNS  吉海先生 プレミアム骨格診断 診断 +マスクメイク 11,000円→7,700円 対面

骨格診断 +ショッピング同行 16,500円→9,900円 対面

特許取得 顔分析パーソナルメイクレッスン〈2時間〉 16,500円→14,850円 対面

FUKIKOオリジナル ボリュームハートレッスン 12,000円→8,800円 対面

メイクレッスン 11,000円→7,700円 対面  or オンライン

パーソナルコンサルティング体験〈60分〉 8,800円→6,600円 対面  or オンライン

★SNS  木原先生グルーデコプチheartチャーム 3,800円→3,000円 対面  or オンライン

ハワデコ認定講師講座 ２工程ディプロマ付き 38,500円→35,300円 対面  or オンライン

未来予想図 実践版ワークショップ〈全 3回〉 29,700円→23,100円 対面  or オンライン

気学入門講座〈2.5 時間〉10,000円→7,000円 オンライン

気学鑑定〈60分〉10,000円→7,000円 オンライン

限定 50個  三ッ星×生西先生コラボ　プレミアムハーブソルト〈30g〉  900円→850円
限定 30本  二年連続受賞 オーガニックオリーブオイル ビルサ 2,484円→1,987円
限定 30本  コールドプレスオーガニックオリーブオイル ベルベル 1,836円→1,468円
限定 30本  お一人 2本まで！ オリーブオイル酵素ドリンク 4,212円→3,369円
限定 10個  温活！ブラパット 4,950円→4,455円
限定 10個  温活ランジェリーシート 5,500円→4,950円
限定 10個  バスト＆全身用　バストクリーム 11,000円→9,900円

限定 20個  FukkyNanaブランド グラスネックレス 6,800円→4,800円

Taeko’s kitchenオリジナル 柚子胡椒 赤と青 1,200円→1,100円
Taeko’s kitchenオリジナル お米二合 各種 500円→450円
森カフェ ルイボスティーレッド・グリーン・マサラチャイ3個セット 1,944円→1,900円

20%OFF

岡山オリーブオイル料理教室
FOODCOSMESTYLE 森 圭子先生

東京 岡山
ジビエ料理教室 Taeko’s kitchenスクール 中川 妙子先生

香川 高松 オンライン個人鑑定・法人鑑定
気学＆ビューティー feliz フェリス 林 希世視先生

岡山 ポーセラーツアトリエ ひまわり阪田 千恵美先生

岡山Hair & Make Poissonrouge
ポワソンルージュ 吉田 まゆみ先生

岡山 メイク&ファッションレッスン
mare violaマーレ ヴィオラ 吉海 純子先生

岡山 女性の自律・起業・
就職をマインド面からサポート Bright Mind 高森 由美子先生

岡山 グルーデコ＆
カフェミナージュサロン ランジュ・ブラン 木原 富貴子先生

岡山 倉敷 ヘアメイクYORK 棚橋 知子先生

香川 岡山 ハーブ教室Ruka   生西 正美先生

【お申し込み期間】

11月29日～12月29日
【受講期間】

～2021年6月末

★SNS  阪田先生 シノワズリ柄ポーセラーツレッスン 3,500円→3,000円 対面

※女性応援特典講座と商品のお申込みは12月29日まで。　※女性応援特典講座の受講期間は2021年6月末まで。　※対面につきましては、1日1組限定マンツーマンでの開催となります。
※商品はなくなり次第、販売終了となります。ご了承ください。　※新型コロナ感染者数の状況によっては受講についてご相談させていただくこともございます。
★SNS応援特典講座…三ッ星レッスン女性応援と講座内容についてSNSシェアをしてくださったお客さまへ三ッ星ポイント500ポイントを進呈します。

【主催】三ッ星レッスン


