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※予約状況により当日申し込みも可能です。定員になり次第、受付終了となります。

11：00～11：45

12：00～12：45

13：00～13：45

14：00～14：45

601号室 602号室 603号室

め塾 保険のお店 ライフビジョン

Joyful English 家づくりの
相談窓口

Beauty space
U'I U'I

プチベール Bloom
Color School

コープ自然派
ピュア大阪

スマイルキッズ ソニー生命保険 POLA THE BEAUTY 
茨木店

セミナー
予約フォームから
お申込みください。

セミナー・体験会は事前申し込みが優先となります。

※事前申込のキャンセルを行う場合は
　必ず前日までにご連絡下さい。

http://mamfes.citylife-new.com/

オリジナルmade in Japan布雑貨手作り
雑貨

ベビー&キッズからママのおしゃれ
小物まで、安心して持てる心地よ
い雑貨をデザインクリエイトしま
す。

MaRno
コサージュとフラワーアレンジアート

フラワー

プリザーブドフラワーやシルクフラ
ワーを使ったアレンジの販売。普
段使いやフォーマルに似合うシル
クコサージュは、リボン、タッセル、
小物などを取り入れて作ってま
す。

アトリエ　タンジェリン
ママとキッズのかわいい雑貨やさん革小物/

アクセサリー

かわいくて実用的な布・編み・革・
羊毛小物やバッグ、アクセサリー
を作っています。
人気商品：おしきふきポーチ、学
校グッズ、こどもアクセ

ENFANCE
ママとこどもの笑顔が輝くアクセサリーアクセ

サリー

MALLE-素材にこだわり、ママと
こどもが笑顔になれる全て手刺
繍のアクセサリーです。
hacana fleur-個性的なアクセサ
リー。片耳販売です！お気に入り
の一点物を是非見つけて下さ
い。

MALLE&hakana fleur

世界で1枚のTシャツ・バッグを作ろうワーク
ショップ

●時間：10時半～、11時15分～、12時～、
12時45分～、13時半～、14時15分～、
15時～（1回30分各6名 予約優先）
●費用2,000円/枚（ご予約200円OFF）
※webの応募フォームに「名前、時間、Tシ
ャツサイズorエコバッグorエプロン、枚数、メ
ール、TEL」を明記のうえご応募ください。
応募フォームは「musiczoo」で検索

MUSIC ZOO Tシャツ

「家づくり」なんでも相談会住宅

住宅建築コーディネーターが家
づくりのアレコレをお教えします。
上手な資金の使い方や土地や
施工会社を選ぶ時に確認すべき
ポイントについて、施工に関わら
ない中立な立場だからこそお教え
できることがたくさんあります。

家づくりの相談窓口

絶品りんごジュース試飲・食育相談有機・
低農薬

野菜の宅配

有機・低農薬野菜、無添加食品
の宅配ブランドです。バランスの
良い食事で元気な子に育ってほ
しい。そんなお母さんの想いを応
援!!絶品りんごジュースの試飲、
食育絵本をプレゼントします。

らでぃっしゅぼーや

ママの応援と子どもの為の知育幼児教室 知育
幼児教室

『生きる力』を身に付ける事を理
念とした知育幼児教室です。幼
稚園入園前1年間に通う「プレス
クール」と、幼稚園児対象の「ア
フタースクール」があり、楽しみな
がら学びます。

カウピリキッズスクール

木や布の知育おもちゃ販売知育

関西・関東を中心とした
幼児教室の講師が〈ど
れも必ず“理由”がある〉
をコンセプトに選んだお
もちゃが勢揃い。当日は
知育玩具アドバイザー
がご相談を承ります。ぜ
ひ御越し下さい！

スマイルキッズ

子どものはじめてのお箸をつくろうワーク
ショップ

木工教室むくが出張教室。
少し短めで太く握りやすい
お子様用のお箸づくりにチ
ャレンジしてみませんか？大
人用もあり。他、お子さまで
も簡単にできるフォトフレー
ムづくりも実施！ 
参加費500円

木工教室　むく

シミの適切なケアって？体験もできる美容相談会美容

自然にターンオーバーを促すお肌
に優しい低周波ペンシルでのシミ
ケア体験や、シミに関する個別の
お悩みもお伺いいたします。「私
のシミはどのタイプ？」など些細な
ことでもお気軽にご相談ください。

MINKL〈ミンクル〉

3分間ライフプランニング家計

子育てやマイホーム購入な
ど、これからの人生にいくら
のお金が必要かを知ってお
きませんか?ご来場頂いた
方には、もれなくおこさまの
手形ぺったんをプレゼント！
SL15-1520-0141

ソニー生命保険株式会社
“洗うために生まれたふとん”無料体験会洗える

ふとん

あなたのふとん、想像以上に汚れ
ているかも。「ランドリーム」は洗
いやすさを第一に考えて作られた
ふとんです。軽く温かくふかふか
なので、きっと今までの洗えるふと
んの印象が変わるはず！この機会
にぜひご体験ください。

クラボウ

スペシャリストが教える美眉メイクアイ
メイク

15年以上の実績を誇るアイメイ
クのスペシャリストによる自宅で
出来る美眉メイクのポイントをお
教えします。女子力UPの秘訣
を明るく楽しい雰囲気で伝授し
ます。

Beauty space U’I U’I 〈ウイウイ〉

話題の生食パン販売食パン
販売

レアリッチの生食パンは、卵を使
用しておりません。防腐剤やイー
ストフード等の安定剤を使用して
いない安心の食パンです。焼か
ずにそのままでも美味しい生食パ
ンを是非ともご賞味ください。

極上の「レア」食パン　レアリッチ
あなたの「似合う色」を診断しますパーソナル

カラー

自分の似合う色を知れば、お買
い物で迷うことがありません。色
での困りごとをここで解決します。
まずは自分で色の楽しさを体験し
て!! パーソナルカラー随時受付
中（無料お一人約15分）

Bloom Color School
「こはい」で人気のコープ商品試食食材

宅配

重い荷物を抱えて、お子様を連
れてのお買物って結構大変…。
コープの「こはい」で、そんな子育
てママのお悩みを解決！当日は、
人気のコープ商品のご試食の
ほか、宅配加入の方には素敵な
プレゼントもご用意しています。

コープこうべ

ステキな笑顔を絵にしよう似顔絵

●色紙カラー描き

　1人につき500円
※所要時間15分～

Smile・Spot

「ディズニーの英語システム」抽選会英語
教材

ディズニーグッズがもれなくあたる
抽選会を実施！ご希望の方には
「ディズニーの英語システム」の
楽しい無料サンプルも
プレゼントいたします。

ワールド・ファミリー

叱らない、適期教育体験子育て

実は3歳までは、叱ってもあまり意
味がないんです。叱らず子どもの
能力を引き出す方法や、知能遊
びや運動能力を高めるアクティビ
ティ、ベビーマッサージなど、明日
からの育児がもっと楽しくなる
様々な体験ができます。

TOE　ベビーパーク

ワンコインで変身メイク美容

ベース作りから始まって眉スタイ
リング・フルメイクとプロのメイク技
で素敵に変身しませんか？貴方
のお肌の状態が分かる無料スキ
ンケアチェックも。プチエステは
1,500円。

メナードフェイシャルサロンELLE 〈エル〉

子どものやる気の出し方個別相談会教育

子どもの才能を最大限に引き上
げていく為には、お母さんはどうい
う言葉がけを心掛ければいいの
か？など、子どもの「やる気」を刺
激し、前向きに、自信を持って勉
強してもらうための仕掛けをお伝
えします！こどもの今後を考えるヒ
ントを見つけてください！

め塾
野菜のおいしさを体験しよう食材

宅配

コープ自然派はとりわけ有機野菜
を多く扱っています。土壌分析に
よる土づくりで「高品質・多収穫」
の野菜づくりを実現させました。栄
養価の高い、おいしくてお求めや
すい野菜をお届けしています。蒸
し野菜等の試食実施。

コープ自然派 ピュア大阪

個肌対応スキンチェック&サンプルプレゼント美容

自分の肌にピタッと寄り添う化粧
品に出会ったことがありますか？
肌は季節や年齢で変わるので、
今の肌が必要としているものを無
料スキンチェックでアドバイスしま
す。オススメのサンプルもご用意
していますので、ぜひお立ち寄り
下さい。

POLA THE BEAUTY 茨木店

※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※体験やワークショップのブースは待機時間の発生が予想されますので、お時間に余裕を持ってお越しください。メイン会場




