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ｌｓｓｕｅｄ ｂｙ ＬＡＶＩＥ No.64
Date 2017/6/10

梅雨明けが待ち遠しいですね(>_<)夏はもうすぐそ
こまで来ています♪
夏バテ防止に今の内から体力をつけ、水着姿に向け
て！？身体を引締めましょう(`・ω・´)
引締めには筋コン系のピラティスや美ボディのレ
ッスンがおススメです(≧◇≦)
会員様の種類によって来られない曜日や時間帯の
レッスンでも、会員様は１レッスン￥1,080 で参
加してもらえますので、ぜひ目的にあうレッスンに
ご参加下さい(*´▽｀*)
ラヴィでお待ちしております♪

ｓｓｕｅｄ ｂｙ ＬＡＶＩＥ ｌ
ｓｓｕｅ No. Date２００７/１０/２５

キッズダンススクールの体験は、子育てパスポート
の提示でいつでも 1 回無料なことをご存知です
か？6 月限定のご紹介キャンペーンは会員様のご
紹介で体験にいらっしゃるとさらにもう 1 回体験
無料！つまり 6 月中であれば 2 回まで無料で体験
ができちゃいます！
ラヴィのキッズダンススクールは、子供たちの自己
表現力やコミュニケーション力を伸ばすことを目
的としています。３歳から小学生までのメンバーで、
男の子も女の子も仲が良くみんな楽しくのびのび
踊っています♪お子さんやお孫さん、お友達のお子
さんなどなど、お近くにキッズダンスに興味がある
方がいらっしゃいましたらこのチャンスをお伝え
ください！お気軽に見学・体験にお越しください、
お待ちしております(´▽｀*)

火曜日 17：00～18：00

LAVIEＥＸＰＲＥＳＳＮＥＷＳ ＊Ｅｄｉｔｅｒ／nozomi fujimori ＊ TEL/ＦAX 0266-53-7414 ＊ E ﾒｰﾙ lavie@email.plala.or.jp

＊＊＊LAVIE ＥＸＰＲＥＳＳ ＮＥＷＳ＊＊季刊誌として３か月に一回の定期便お届けします。どうぞお楽しみに！！＊＊＊

4 月 29 日（土・祝）はＧＷイベントでした(*´▽｀*)
エアロサーキットで爆汗＆Ｑ－ＲＥＮで癒しのステキな
セットでお待ちしておりました！
エアロサーキットは大槻＆朝倉ペア

終わりの見えないエアロ＆筋コンのサーキット、「ま
だまだー終わりじゃないよー！」という大槻ＩＲの掛
け声Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！最後は２人リードのエアロでダメ押
し（笑）爆汗、見事達成( *´艸｀)お疲れ様でした！

今年もラヴィ連で出場します！

7 月 22 日（土）16：40～20：00
場所：並木通り
一緒に踊っていただける皆さんを大大大募集中で
す♪踊ったことがなくても大丈夫！ご参加いただ
ける予定の方はフロントの名簿にお名前を書いて
くださいね☆ご参加お待ちしております♪

ちゃっかり
しっかりしている
オーナーの巻

昨年のよいてこ祭りでのワンショット↓↓

続いての Q-REN は、セルフケアで足裏からもみほぐ
し、むくみの改善にも良いと聞き、フロントサポートを
急遽代わってもらい私も参加しました(´▽｀*)
なかなかセルフケアの時間を取ることがないので、
充実の時間でした(*’ω’*)家でもできるほぐし方や、
ポイントを知れたので疲れた時は役に立ちそうです
ね！また次回のイベントもお楽しみに♪リクエストも
お待ちしております(‘◇’)ゞ

まるでゴレンジャーが LAVIE のようなプラカ
ードの位置で記念撮影（（笑））ゴレンジャーの
後ろに隠れているのはオーナーM・N( *´艸｀)
さすがです！今年のよいてこ祭りでも活躍、期
待しています♡

LAVIEＥＸＰＲＥＳＳＮＥＷＳ ＊Ｅｄｉｔｅｒ／nozomi fujimori ＊ TEL/ＦAX 0266-53-7414 ＊ E ﾒｰﾙ lavie@email.plala.or.jp

＊＊＊LAVIE ＥＸＰＲＥＳＳ ＮＥＷＳ＊＊季刊誌として３か月に一回の定期便お届けします。どうぞお楽しみに！！＊＊＊

～大自然に抱かれて心と体を磨く～
日程：2017/9/23（土・祝）＆24（日）
会場：ラヴィフィットネスコミュニティ
自分自身の「からだ」と「心」に寄り添いながら
学びましょう！経験や習得レベルは関係ありませ
ん。
“Asian Excise”タイチー・太極拳にご興味
のある方でしたら、どなたでもご参加、お申込み
いただけます。講師陣、一緒となる方との時間が
貴重な体験となり「様々な気づき」が皆様のパワ
ーとなることを願っております。
【23 日：1 日目】
時間
内容
講師
12:00
呼吸法・気功法を 長林
～13：00
極める！！
みどり
13：15
太極舞
小池
～14：15
Ⅰ～Ⅶ「金」
千香子
14：30
太極舞
貝谷
～15：30
Ⅰ～Ⅶ「水」
万里子
15：45
太極舞
除村
～16：45
Ⅰ～Ⅶ「木」
元子
17：00
フィットネス
長林
～18：30
タイチー【基礎編】
みどり
オプション
親睦会
お食事代は各自ご負担
企画
【24 日：24 日目】
オプション
諏訪湖ウォーキング 大槻
企画
諏訪大社参拝
和恵
12：00
天空大河
除村
～13：00
元子
13：15
太極舞
永原
～14：15
Ⅰ～Ⅶ「火」
滋子
14：30
太極舞
森田
～15：30
Ⅰ～Ⅶ「土」
初美
15：45
フィットネス
長林
～16：45
タイチー【応用編】
みどり
17：00
太極舞
講師全員
～18：30
リレースタイル

4 月から日曜 10 時 15 分より、ヨガ 50 を
担当させて頂いています、西澤美香です。
ヨガレッスン中の言葉のイントネーション
が普通と少し違うようで（自覚はないのです
が）どこ出身かとよく聞かれますが、めっき
り関西弁が下手になってきた元大阪人です。
清々しい朝の時間、皆さまと一緒にヨガがで
きるのを毎週楽しみにしております💛

西澤 IR は第 20 回
ラヴィアカデミー
インストラクター養成コースの卒業生です♪

駐車場の状況が芳しくなく、ご迷惑をお掛けしてお
ります。
下記、ラヴィ奥の駐車場の駐車禁止区域の徹底をお
願い致します。契約している会社様が大変お困りで
すのでご協力ください。

AFAA メンバー

一般
2DAYPASS ￥17,280
￥21,600
1DAYPASS ￥10,800
￥13,500
Fun Lesson 各￥2,160
各￥2,700
ワークショップ
各￥3,240
各￥4,050
ラヴィからお申込みいただくと、AFAA メンバー
価格で受講可能です。皆様のお申し込みをお待ち
しております！

また、奥から詰めてお停めいただきますと、左手に
１２台、右手も奥から斜めにお停めいただけると多
くの皆様のご利用が可能です。
合わせてのご確認、徹底を何卒よろしくお願い致し
ます。
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「長持ち+スピーディー

洗練された技術で理想の瞳を叶えます」

➔

●休館日・スクール変更ご確認ください●
巻末の 7 月からの営業カレンダーをご確認くだ
さい。スクールレッスンも振替・変則営業などが
数日あります。対象の方はご注意ください。
ラヴィホームページからもご確認していただく
ことができます

●タイムスケジュールについて●
7 月よりタイムスケジュールが新しくなります。
ラヴィホームページでもご確認いただけます。

●会員カードを提示するだけ！！●
様々な店舗でラヴィの会員様だけの特別サービ
スが受けられるサービスがあります!!
サービスが受けられる店舗は、次のページの広告
をご覧ください♪
広告掲載ご希望の方も募集しております。お気軽
にスタッフにお声掛け下さい。

6 月限定！キッズダンス
ご紹介者特典キャンペーン開催!!
ラヴィキッズダンススクールメンバー大募集！
会員様のご紹介ですと、キッズダンススクールの
体験が２回まで無料のキャンペーン開催中です
火曜日 17：00～18：00
このチャンスにぜひご紹介ください！

「自まつげが痛む」「派手すぎても困る」「お化粧の時間を短
縮させたい」まつ毛の状態に合った施術をし、必ず満足して
頂けるまつ毛にお仕上げいたします。
セーブルエクステ¥5,500~（税別）3D エクステ￥9,000~（税別）

‐nail menu‐
❃バイオジェル
…1 本¥600~
❃トレンドネイル
…1 本¥700~
❃スカルプ
…1 本¥900~
❃ネイルケア
…¥3,000
❃フット角質ケア
…¥3,000
※すべて税別

★ネイリスト募集中★

Tel 0266-78-8077
諏訪市沖田町 4-16-3
ニュースビル 1F
Open
平日 10：00~20：00
土日祝日 9：00~19：00
Close 月曜日

by Links
脱毛・エステサロン
【安全・痛くない！】マイナス 0 度以下の霜降りヘッドでお
肌を冷やしながら光を当てる為、全く痛みを感じません。痛
みに弱い方やデリケートゾーンの施術も安心して可能で
す。また光の熱による肌の負担もゼロ。施術による肌トラブ
ルも大幅に軽減！
全身脱毛 1 回¥30,000（税別）お顔もしくは VIO
各部ごと料金（税別）

✨顔全体¥9,000 ✨口まわり or 頬 or 手指・甲¥4,500
✨両脇¥3,500 ✨両腕¥9,000 ✨胸・乳首周り¥8,500
✨おなか¥11,000 ✨両足¥13,000 etc…
【0.1 秒照射！全身脱毛 30 分のスライド式脱毛】

●フェイスブックにいいね！お願いします●
フェイスブック更新中です！
色んな情報を発信していますので、
ぜひご覧ください。コメントやいいね！
もしていただけると嬉しいです。

LuLu 脱毛では、痛くない最新鋭の脱毛方法、「クーリング
スライド式」脱毛をしています。痛みがなく、スピーディーに
全身脱毛できるのが特徴の最新式脱毛です。
【脱毛効果はもちろん、美肌効果まで！】産毛でも圧倒的
な効果を実現。美肌効果も UP し、施術後すぐにお肌のキメ
が細かくなりツルツル感を実感できます。しかも肌に透明
感が出て美白効果まで感じられます。

☎0266-78-3855 茅野市宮川 1384-1 ウェルズ 21 A 号室
平日 10：00~20：00 土日祝日 9：00~1900 月曜定休
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カラーやパーマをしてもツヤの出る店

パーマ or カラー施術の方
髪がツヤツヤになる『悪魔の水』 2700 円をプレゼント
※初回のお客様限定サービスです

髪に何かを塗って出すツヤではなく、髪の内部に水分を
入れた、髪本来のツヤなのです。それが天然ミネラル『悪
魔の水』で実現できるようになりました。
『1 回の施術でこんなにキレイに
本来のツヤが甦る』

ＭＥＮＵ
1 カラー塗り ￥5500
グラデーション￥6000
フレンチ
￥6000
アート・ストーン etc \20～

♡ラヴィ会員様特典♡
アート１本サービス‼
初回会計から 500 円 OFF‼
髪がツヤツヤになったら
１０歳も若く、見られるようになりました！
【営業時間】 ９時３０分～１８時受付まで
【定休日】 月曜、第３火曜

【所在地】茅野市塚原 2-16-14

【電話】 0266-73-7330
【ホームページ】

営業時間 10：00～20：00（営業時間外相談可）
住所 諏訪市中州 2873-1 ビラ中州 201
電話 0266-78-6462
※施術中は電話に出られない場合がありますので
折り返しご連絡させて頂きます

LINE@ID:jfw6371a
LINE からのご予約もお気軽にどうぞ

http://burasupa.com

梅雨時にくせ毛でお困りの方
ストレートパーマをポイントでかけてみませんか？
毎日のお手入れが楽になりますよ！
今が一番おススメのヘアカラーもご用意してお待ちしております！

フェイシャルサロン月 2 回メナード♪
でおなじみのメナードフェイシャルサロン

ヘアーズルーム クレコ

ラズベリーソーダ
☆:;;:･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･:;;:☆
ご予約時に、ラヴィの会員様とお知らせください

+

初回お試しスタンダードコース
イルネージュ使用
合計¥8,640 が・・・

¥2,160 で体験していただけます♪
さ・ら・に

紫外線リセットパックサービス
試供品プレゼントもあります
☆:;;:･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･:;;:*:;;:･:;;:☆
営業時間:10:00 〜 20:00 最終受付: 19:00
電話：080-1167-509
住所長野県諏訪市 四賀 1689-1 ハイツ 92-Ｃ
ラ・ムー諏訪店（旧西原）様のお隣です

月曜日も営業しています。お電話下さい！

TEL/0266-53-7577
ラヴィフィットネス会員様特典！

お会計時に、１０００円割引
させて頂きます。３０００円以上のお会計に限ります。
☆カット （シャンプーブ O-込） ４，３２０円
☆カラー 全体(ショート６０分～) ５，４００円～
☆パーマ(内容により異なります。) ５，４００円～
☆ヘアトリートメント(１０分～) １，６２０円～
※カット以外のメニューには、カット及びシャンプー
＆ブロー料金が別途かかります。詳しくはお電話にて。
当店は、基本的にマンツーマンでカウンセリングから施術までしています。

営業時間＊ 月～金
１０：００～２０：００
土・日／祝日 ９：３０～１９：３０
定休日＊ 毎週火曜日 研修等で変更あります
住所＊ 諏訪市大手１－３－１ １Ｆ 店舗前駐車場あり。
※6 月 10 日（土）はお休みです
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