最高のシンデレラストーリーをあなたと。

お問合わせ・ご連絡先

シンデレラの休⽇ 代表 中嶋幸⼦
Tel. 090-8326-8629 E-Mail sach401@ae.auone-net.jp
https://www.facebook.com/Cinderellasholiday/
http://watashiism.com/

長野メンバー
⼿相・⼈相・姓名鑑定
しあわせライフデザイナーさち

中嶋幸⼦

動物キャラナビ・個性⼼理學®
アルカンシエル 林美佐
パワーストーン鑑定
（⼀社）
パワーストーンカウンセラー協会

⻄澤遼倖

姿勢チェックとヨガ体験
ガティヨガ 浦野路知世

ワンランク上の
起業家の誇りがここに在る！

法人様への「コラボイベント」のご提案
どの企業様とりましても顧客獲得は、もはや同業者様との⼩さなパイの奪い合いと
いう現状だともお聞きします。私ども「シンデレラの休⽇」チームの、プロの起業
家の⼥性たちが、ブースを出店しお客様をお連れして、それぞれのパフォーマンス
でお客様をおもてなししながら、全⼒で開催施設様の営業活動をサポートいたしま
す。まさに、お客様 × 開催会場様 × シンデレラの休⽇が win-win-win の関係を築
くことができるのです。定期開催することでファンができ、コラボイベントさせて
いただきました、国際 21 様では、３回のイベントで当⽇成約
8 組。イベント参加
は、
、３回
３回の
の
後成約 12 組という実績もあります。
「シンデレラの休⽇」を集客対策、顧客獲得の
ります
ます。「シン
「
シンデレ
シン
デ
お役に⽴たせてください。
シンデレラブース

ヘア・メイク・ドレスデザイン
（株）
ル・アンジェ

フット＆ハンドマッサージ
Beauty Salon Lily (ビューティーサロンリリー） 佐々⽊淳⼦
クリスタルジュエリー
Shiny
（シャイニィ） 池内順⼦

広野加織
氣学鑑定
橋場由佳

アイシングクッキー
アイシングクッキーままごころ

パーソナル診断
⻑野⼦育て診断⼠会
オリジナルアクセサリー販売
kico et cari（キコエカリ） ⻄尾明⼦・⿊岩⾹織

吉江都
カイロプラクティック
♭ふらっと♭ ⼋島仁美

アイ＆スマイル
ヘアアレンジ
ベルローズ・サンク

オルゴナイトワークショップ
やさしい癒しルーム 松井翠麗

望貴〜みたか〜

カード鑑定
佐藤裕⼦

マッサージ
メディアン・ピーエ fuumuu

井⽥⼣⼦

⼿つぼ＆セラピー
ヒーリングハウスモモ

ヘッドスパ
⽥部あゆみ

ハーブ・⼩物販売
⽉天⼼
（つきてんしん） ⾼地仁美
ベビーマタニティサポートグッズ
Luck baby（ラックベイビー） 遠⼭穂

カードリーディング
Happy Smile
（はっぴぃすまいる）かおり郁

⼩⽥島智⼦

カラーセラピー・数秘鑑定
Smile♡Thanks 住脇みき
数秘鑑定・創作詩
縁詩-en- 桜

ハーバリウム
ストレスケアAnmaa 丹治はる

クリスタル・レジン
ハンドクラフトルビー・エヌ 成澤ルビー
カード診断
りょうか ⽯井良

ユリシス3Dボディジュエル
Smile stone ⾦澤⿇⾐⼦

⾜占い＆フットセラピー
⽉と星 ⼤⽉星美

オーラリーディング
Remeny 滝澤みゆき

「ワンランク上のビジネス」のご提案

パワーストーン鑑定

マヤ暦
ヒーリングスペース.イマージュ

涌井みゆき

カットフルーツ 販売
Kira fururu 林千恵⼦

必要なのは
「売上力」
と
「顧客獲得力」

「シンデレラ」とは、⼀般的に「灰まみれのプリンセス」
という意味であり、夢をかなえたハッピーエンドのストーリーで
すが、
⻄洋では
「働く⼥性」
の代名詞です。昨今、
頑張って資格を取っ
たり、趣味を活かしてショップをオープンしたり、その後の⼈⽣
に夢を抱いて起業する⼥性が⾮常に多くいらっしゃいます。
ところが、起業しても３年以内に廃業する起業家が、実は８０％
以上にも及んでいます。そのほとんどが「売上低迷」なのです。
具体的な売上を上げるためのノウハウを知らない、集客の⽅法
を知らない、NO と⾔われたらすぐに諦めてしまう。起業家は、
起業と同時に将来の不安を抱えなくてはならないのです。
「中嶋
先⽣のセミナーを⼀番必要としているのは、⼥性の起業家だと
思います。
」そんなセミナーを受講したある⼥性のひとことで、
「シンデレラの休⽇」がスタートしたのです。
さあ、あなたもワンランク上のビジネス LIFE を⼿に⼊れて、⼀
緒に夢を実現しましょう。
「シンデレラの休⽇」代 表 中嶋幸⼦（なかじまさちこ）⻑ 野市出⾝
（株）ソフトバンク関連企業の教育事業部で全国 1,200 ⼈の営業マンのトップセール
ス 16 回表彰。（年間売上 3 憶 6 千万）富⼭営業所の所⻑、名古屋⽀店の⽀店⻑、新潟

（⼀社）
パワーストーンカウンセラー協会 きら千鶴

イベント企画応相談（ブライダルフェアなど）

起業家様への

⻑峰多永⼦

リフレッシュ＆リラクゼーションReiRa

靴下ぬいぐるみ販売
chicu※chicu

15 〜 35

沿革

ホロスコープ
⽵内ひとみ

メイク・ハンドマッサージ
トータルビューティサロンシェーン ⾼橋宏美

パワーストーン鑑定
Cocorira 井上幸⼦

ブース顧客

2017 年 9 ⽉ 千曲市商⼯会議所主催「⼥⼦⼒でまちづくり部」により「シンデレラの休⽇」設⽴
2018 年 4 ⽉ 「シンデレラの休⽇」事業化スタート 中野市ブライダルハウス「THE FIVE SEASONS」
とのブライダルフェアコラボイベント開催
2018 年 6 ⽉ 「THE FIVE SEASONS」にて 2 度⽬のコラボイベントにて 250 ⼈動員
8 ⽉ ⻑野市（株）ウッドビルド様にてファーストイベント 200 ⼈動員
9 ⽉ NBS 祭りにて 28 ブース出店
9 ⽉ ホテル国際 21 様にてブライダルフェアコラボイベント開催 34 ブース出店
11 ⽉ 松本ガーデンヒルズ迎賓館様との誕⽣祭コラボイベント開催 300 ⼈動員
2109 年 2 ⽉ 松本ホテルブエナビスタ様とのブライダルフェアコラボイベント開催
3 ⽉ 松本蔵シック館にて「シンデレラ蔵シック」開催
全国展開開始 新潟・富⼭スタート
4 ⽉ 14 ⽇ 富⼭アーヴェリール迎賓館ブライダルフェアコラボイベント開催
4 ⽉ 21 ⽇ ⻑岡グランドホテルブライダルフェアコラボイベント開催
5 ⽉ 11・12 ⽇ ホテル JALCITY にて「シンデレラショップ」オープン
7 ⽉ 21 ⽇ ⻑野県上⽥市「上⽥⽟姫殿様」とのコラボイベント開催
8 ⽉ 10 ⽇ ホテルグランテラス富⼭にてブライダルフェアコラボイベント
「シンデレラファッションショー」開催
8 ⽉ 25 ⽇ 上越クイーンズコート様ブライダルフェアコラボイベント開催
9 ⽉ 7・8 ⽇ ⻑野市エムウェーブにて「NBS まつり」出店
10 ⽉ 12−27 ⽇ （株）エナキス様 ふれあい祭り出店

縁結びタイプ診断
オフィスDream 島⾕昇志

霊視リーディング
⼈物透視のナターシャ ⼭⾕昌⼦

ブース

出店料・チラシ・広報につきましてはご相談させていただきます。
イベント予定⽇が決まりましたら、２か⽉前にはお打合せさせていただきます。

実⽊草くらふと制作体験
⼯房 創夢可 ⽯塚薫

リフトアップ・⼩顔体験
サロンKINOE 栗林喜之江

江川千佳

会場

※テーブル・テーブルクロス・椅⼦・看板などは⼤変申し訳ありませんが、開催会場様にてご⽤意をお願いします。

伝筆 to パステル
izu&misa 新井・⼭⽥

⽿ツボジュエリー
⽿ツボジュエリー Egawa

来場顧客

コラボイベント例

キラキラデコ体験
Forest Ray 伴野智⼦

県外メンバー

法人顧客

１．売上⼒をつける。ノウハウを学ぶ
「シンデレラの休⽇」のメンバーの皆さんには、講座を開催。売
上アップのノウハウなどを、法⼈、団体、個⼈様に提案。メール、
電話、LINE などでもアドバイスを⾏い、宣伝・広報のサポート
もしています。特別なコンサルを希望される⽅には、個⼈的な
営業サポートプログラムも⽤意しています。

２．顧客獲得⼒をつける。イベントで集客する
「シンデレラの休⽇」は、約、ひと⽉に１回のイベントを企画、
運営しています。メンバーの皆さんは、そこで新たなお客様を
獲得しビジネスに活かしていただきます。⼀流のステージでデ
モンストレーションすることで、そのステータス性やプレミア
ム感を実感していただき、更にワンランク上の起業家へとステッ
プアップしていただきます。

セミナー講師・交渉アナリスト

セミナー講師

ホクシンハウス・NPO 協慟ねっと・千曲市商⼯会議所・⻑野市イー

ストプラザ・ハローケア etc.

⽀社の⽀社⻑、⻑野⽀社の⽀社⻑を歴任。330 ⼈の営業マネージメントと⼈材育成に

「もう⼀度会いたくなるコンシュルジュ」
「忘れられない⾃⼰紹介法」
「契約率アップ

携わる。2014 年「交渉アナリスト」資格取得。⻑野県⼦育て⽀援のポータルサイト

の魔法の⾔葉」
「売上２倍の究極のアプローチ」
「トップセールスの交渉術」
「契約に

NPO 法⼈「あっぷるひろば」副代表理事。2016年セミナーコンテスト⻑野⼤会優勝。

導く５つの K」「成功の法則はここにある」etc.

