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栄養相談や育児相談
など子育ての悩みを
相談できるほか、楽
しい市町村のPRも！

自由に遊べるキ
ッズスペース。
お友だちと仲良
く遊んでね♪

新生児～生後1年
ぐらいの衣類と
育児用品のリユ
ースコーナー

給湯室

トイレ

プレゼント大抽選会

特別協賛

ステージ横も楽しいこといっぱい！

ホテルの宿泊券や育児グッズなどが当
たるハズレなしの大抽選会。プレゼン
トは「プレママ用」「ベビー用」に分けて
あるので、それぞれの列に並んでね！

Photoブースでは、Kids Komachi撮影会を13時
30分～14時30分まで開催！撮影した写真はKids 
Komachi秋号（8/25発売）に掲載いたします。
※総合案内で12時～整理券配布します（先着40組、
なくなり次第終了）

先着40名

welcome

●主催者がイベント広報･記録目的で来場者･出演者含め会場内を撮影することがございます（イベ
ント終了後の広告物、テレビ、新聞、雑誌、WEBなどに露出･掲載される場合がありますので、あ
らかじめご了承ください）。●会場内ではお子さまと離れないようにご注意ください。●会場内に
おけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねま
す。●使用済みオムツは必ずお持ち帰りくださいますようお願いします。●体調や気分が悪くなっ
た場合は、お近くのスタッフまでお声がけください。●内容は変更になる場合がございます。

以下の注意事項のご確認をお願いします

マムズサンの子どもひろばでは、ステージショー
時間外にて、お子さま向けに読み聞かせやワーク
ショップを行っています。気軽に遊びに来てね！

みんなの子育てを応援するブースがいっぱい！

最新車の展示･試乗コーナーと飲食ブース

1

32

会場入口

試乗会場

東側正面入口

会場入口
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in長野2018.5 .19（土）

子育てサポート企業ブース紹介
1  森永乳業株式会社

栄養士の育児栄養相談＆試供品の
プレゼント

3  コープながの
コープ商品が当たる無料抽選会

4  ゾンネボード製薬㈱
レノビーゴで手軽にむし歯予防。
フッ素は赤ちゃんにも安心の低濃度

5  SHISEIDO
お疲れをリセット！プチエステとヘッ
ドマッサージをご用意してお待ちして
います

6  フォトスタジオシャレニー
フラワーフォト撮影会。L版1枚付きで
税込500円。マタニティからベビー･
キッズまでどなたでも撮影OK

7  ㈱アルプスピアホーム
木工体験教室、タイルアートを使った
フォトフレームほか各種体験

8  王子ネピア
ネピアGenki!パンツをのせてアンパン
マン号がやってくる！オムツのサンプ
ルももらえちゃう！

9  ㈱ハリカ長野
出産内祝いについて実際のサンプルの
展示。予算、時期、商品についての相
談もお気軽に

10  ㈱明治
らくらくキューブサンプリング、らく
らくキューブ調乳体験など

11  長野県労働金庫
大切なお子さまの未来にかかるお金の
準備＆プチレッスン！

12  コーセー化粧品
プレママも、ママも、時短でキレイを
叶えましょう♪

13  ソニー生命保険㈱
・お金にまつわる相談　
・学資保険についての相談　etc…

25  まちの歯医者さん
プレママ＆お子さまのお口相談、お子
さまにフッ素塗布を行います。歯磨き
粉のサンプルも用意！

14  たまひよ
「ひよこクラブなりきり表紙パネル」での
写真撮影、クリアファイルの配布など

26  一歩堂はりきゅう整骨院
骨盤矯正体験、肩こり改善体験など「ママ
向け ワンコイン クイック治療」

15   とってもラクなだっこ紐　
ミアミリー

抱っこの負担を大幅に軽減する次世代ベ
ビーキャリアの展示販売

27  学研教室
学研の先生による絵本の読み聞かせ。ア
ンケートに答えていただいた方全員にオ
リジナルグッズプレゼント

16  マルコメ㈱
甘酒を中心に試飲提供。および商品販売

28  ワールド･ファミリー
「ディズニーの英語システム」無料サンプ
ルをプレゼント！17   ㈱ミヤザワCA･

      インテリアハウス･ミヤザワ
ハウスダスト、花粉症対策などの機能を
もったカーテンを紹介

29  IIKEN HOUSE
暮らしを楽しむ家「CRIB」の実例写真の
展示。素敵なプレゼントあり

18  ㈱西沢祐工務店
木工教室の開催。インテリアとしてかわ
いい椅子を一緒に作ろう

30  Hakuba47
　　  マウンテンスポーツパーク
グリーンシーズンのご招待券など豪華賞
品のあたる抽選会開催！19  POLA

プロのエステティシャンによるハンドト
リートメント

31  平安堂
ファーストブックをはじめ、おすすめ児
童書や知育雑貨などの販売20  バロジュニアサッカースクール

蹴って倒して楽しくサッカーボウリン
グ。お得な景品もGET！ 32  キャトルナ

マタニティバレエ実演、アクセサリー販
売。パンフレット配布など21  マルコ㈱

無料試着体験の予約でブラorガードルを
プレゼント

33  洗濯王子×サンプロ建築設計
洗濯アドバイザー･中村祐一氏と信州の
くらしをデザインするサンプロによるコ
ラボレーションブース

22  ダスキン大豆島支店
お子さんがいても簡単に掃除ができる清
掃商品のモニター 34  タマホーム

2018年6月末まで全国限定600棟「シフ
クの家Ⅵ」PRなど

23  三井ホーム･三井のリフォーム
アンケートにお答えいただくと三井ホーム
オリジナルディズニーグッズプレゼント 35  あけぼの通商

スイトル（掃除機）展示実演販売・あんみ
つブランドの商品展示

24  ヤクルト
「お通じ」でお悩みの方、ヤクルトにお
任せ！腸美人の秘訣教えます！ワーク
ショップも同時開催！

36  出張 KumaCafe
     ㈱熊木住建
木のおもちゃで遊べる木育ひろば、ハイ
ハイレース開催など

2  ㈱信防エディックス
美味しいお水をママやお子さまに。
お得な水道直結型冷温水浄水器水ほっと

ママ作家ブース
1  ポーセラーツ長野

ポーセラーツでつくる世界にひとつの
メモリアルプレートとアロマストーン
のワークショップ。ベビー&子ども食
器や雑貨の販売もあります！

3  るるスクラップ
スクラップブッキング体験や販売

4  おひるねアート Stroll
ママがカメラマンの写真撮影会。
おひるねアート（R)の体験

5  atelier KOKORO
ハンドメイドのヘアアクセサリーや
雑貨販売

6  ACYU ＋ epp-
布小物、刺繍アクセサリーの販売

7  長野カメラ女子部
ベビーマッサージ体験＆プチベビー
フォト撮影

8  maco
スイーツデコなどのワークショップ･販売

9  tricot M&Y
ベビー&キッズ向け編み物などの販売

10  arutoko
スタイなどハンドメイド布小物販売

11  Sweets Deco maru
スイーツデコのワークショップ･販売など

12  SUNsun TIME
　 ～サンサンタイム～
ベビーサインや手形アートなどのワー
クショップなど

13  ポーセラーツ salon Rala
ポーラセーツワークショップ。マグカッ
プや手形プレートなどの制作

14  rootin′-tootin
ベビー服、アクセサリーなどハンドメイ
ド雑貨の販売

15  革雑貨 Bokuno!
ハンドメイド革小物販売

16  knit kimi
編み物とリボンの雑貨、ワンコインのリ
ボンワークショップ

2  chouchou
       × L'atelier Cannelle
ア イ シ ン グ ク ッ キ ー 販 売 と ワ ー ク
ショップ。雑貨販売

子育て＆栄養相談＆市町村ブース

2  信濃町子育て支援センター
「木育ルームなかよし」
木製のナウマンゾウすべり台や木のお
もちゃで遊べます

3  長野県立 信州医療センター
助産師による相談コーナー、産科医療
体制などの説明

4  須坂市
子育て施策、食育事業の紹介。健康ス
ムージーの試飲、子どものおやつレシ
ピの配布も！

5  中野市
中野市産食用薔薇の紅茶、スイーツの
試食、木のペンダント作りなど

6  野沢温泉村
夏の観光PR。ガラポンでの特産品等プ
レゼント。ナスキーもくるよ

7  高山村
子育て支援PRのパネル展示、村の施設
紹介など

8  長野県
長野県から子育てに関するお役立ち情
報を皆様に発信します！

1  長野県栄養士会 北信支部
妊娠期にとった方がよい栄養素、レシ
ピ紹介。乳児の離乳食相談

1  MINI 長野
MINIファミリーの展示、試乗、販売

2  株式会社 甲信マツダ
子育てファミリーの新たな選択肢。MAZDA CX-8

3  株式会社ホンダカーズしなの
新型N-BOX「スロープ仕様」展示。スタッフによる車両説明

飲食ブース
1  中高冷菓

「信州りんご玉」の展示販売

3  お菓子のマド
乳製品･卵･白砂糖不使用のスイーツ販売

4  かき氷 鶏支那屋
かき氷とドリンクの販売

5  Coco ChouChou
卵･乳･小麦･白砂糖不使用の体に優しい
お菓子の販売

6  TOMSAND･J･WINS
サンドイッチの販売

7  パティスリー ･ レーヴ
様々な用途のギフトの提案､ 展示、ギ
フトや焼菓子の販売

8  ㈲小林食品
五平餅･やきそば･かき氷･ドリンクの販売

9  SPUR KITCHEN
「クロワッサンアイス」の販売

10  ミスタードーナツ
ドーナツ、マンナンスティック、綿菓
子などの販売

11  “赤ちゃんから食べられるケーキ”
       てんしのけーき
菓子販売（シフォンケーキ･チーズケーキ･
タルトケーキ･ビスケット）

12  プーティン専門店 
     スマイルツリー
プーティン、コーヒーの販売

13   hokka 米蜜ビスケット
     サンドアイス
金沢発の自然派ビスケットサンドアイ
スを長野県初出店で販売

14  ベリーベリースープ
野菜たっぷりヘルシースープの販売

15  塚田五六商店
おからスイーツや惣菜の販売

2  おいも日和
熟成焼き芋紅うれしと極細芋けんぴお
芋の小枝販売

Kids Komachi

PRESENTS

★マークのブースで
スタンプをもらって

プレゼント大抽選会に参加しよう！

屋外もお楽しみいっぱい♥


