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わが子の寝相deアート

大募集
わが子の寝相deアート

大募集

　当日会場を彩るお子さん達の寝相
アート写真を大募集！編集部が選ん
だ最優秀賞・優秀賞の方に、イオン商
品券をプレゼント！

化粧品メーカー、シーボン．で
は“無料お肌チェック”を実施。
その結果でお肌に合った化粧
品サンプルを差し上げます。

無料お肌チェック
｜ 化粧品 ｜ シーボン.

リフォームやガス設備のこ
となら、地元高槻のウェル
ビー京都におまかせ！お困
りごとにあわせて相談を承ります。

キッズ用白衣を着てのなりきり
フォト撮影と楽しいクイズに答
えてポストカード＆カレンダープ
レゼントを行います（参加無料）。歯科医院でしか
買えない歯科グッズの販売もありますよ！

プチリフォーム相談会
｜ 住宅 ｜ ウェルビー京都

主　　　催：City Life　
お問合せ：TEL.06-6338-0640（平日10時～17時）
　　　　    キッズアンドマムフェスタ担当

キッズすくすく

★公演時間：10時半～11時／14時半～15時

　ママ専門スタイリストとして活躍中の大友さんによる、小
柄さんや大柄さんなど体型別に似合う「秋コーデ」の着こな
しをご紹介！お手軽アイテムを使った着こなしやワンポイント
アドバイスなど、簡単おしゃれ術をわかりやすくご説明いたし
ます。ぜひお友達も誘って、ご参加ください。

ご希望の条件を満たすお洋服を見つけ出し、その着こなしをアド
バイスいたします。（相談は無料）

音楽とダンスのパフォーマンスなど、ぜひ御覧ください！音楽とダンスのパフォーマンスなど、ぜひ御覧ください！
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★公演時間：11時～12時

【参加条件】
ハイハイ（ずりばい）ができる
1才前後の赤ちゃん（先着
50名様）
【参加方法】
事前申し込みは10月1日～、
イオン高槻3Fキッズ売場レ
ジにて、参加用紙をお渡しい
たします。（先着30名様）　
当日、会場にてお申込みのご
参加も可能（先着20名様）
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★公演時間：13時～13時半

　地元高槻にあるマスミダンスサークル
のインストラクターと一緒に、「テケテケ
はにたんダンス」を踊ろう！その他の楽し
いダンスもあるので、親子で参加してね！
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★公演時間：
　12時～12時半／14時～14時半

　NHK みんなのうた2016年6ー7月の新
曲「おおきな おなか」でおなじみのCRaNE
（クレイン）のミニライブ！
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なりきりキッズ歯医者さん
｜ 歯科 ｜ スマイルプラン歯科クリニックグループ

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

3分間ライフプランニング
｜ 家計 ｜ ソニー生命保険株式会社

　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。

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 ｜ らでぃっしゅぼーや

コーヒー職人が淹れた季節にあ
う美味しいコーヒーの販売を実
施。お手頃価格で飲んでいただ
けますよ！

今秋限定コーヒーの販売
｜ コーヒー ｜ 自家焙煎コーヒー マウンテン

混ぜるだけカンタン！化粧水やク
リーム、オイルなど6種類から選べ
る美容系のクラフトをします。小さ
いお子さま連れでも大丈夫ですの
でどうぞお立ちよりください。

香りに癒されながらクラフトを楽しもう
｜ アロマ ｜ アロマショップ Hooo

材料費：各1,000円
所要時間：10分程度

独自の厳しい基準を設けた「MOA自然農法
ガイドライン」で栽培された野菜や調味料等を宅配にてお届
けしています。自然が育んだ食材のおいしさをぜひお楽しみく
ださい。当日、宅配会員ご入会の方にはミニ醤油をプレゼント。

人気商品の試食と
簡単食育体験会

｜ 食材宅配 ｜ ＭＯＡグリーンマーケットカタログショップ

先着100名様にバルーンをプレゼン
ト！さらにアンケートに答えてもらうと
ハロウィンアレンジが当たる抽選会に
ご参加いただけます。お誕生日や発表
会のギフト相談もお気軽にどうぞ。

バルーンプレゼント＆ハズレなし抽選会
｜ バルーンギフト ｜ バルーン＆ギフト Daisy

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。

叱らない、適期教育体験
｜ 子育て  ｜  TOE ベビーパーク

色紙カラー描き
1人につき500円

素敵な笑顔を
絵にしよう

｜ 似顔絵 ｜ Smile・Spot

ユニフォームの展示とチアダ
ンスの映像を放映中です。私
たちとスタジアムへ行こう！！

高槻市を含む
北摂地域7校が開校中！

｜ ダンススクール・習い事 ｜ ガンバ大阪チアキッズダンススクール

※所要時間15分～

保育士 就職相談 受付中
同時募集 看護師・栄養士・調理師

｜ 就業 ｜ 高槻市保育幼稚園総務課
保育士・保育所支援センター

教具を使ったり、文字を書いた
り、「たのしく（Ｔ）あそびながら
（Ａ）まなぶ（Ｍ）」ＴＡＭを２歳～
５歳の幼児さんにご体験いただきます。

2歳～5歳まで楽しく
学びを体験しよう！

｜ 幼児教育 ｜ 成基の幼児教室ＴＡＭ

おうちでイオン イオンネットスーパーは
子育てママを応援します

Kids&MamFestaにあわせたママとキッズがうれしいキャンペーンや商品が勢ぞろい！
この機会にぜひ行ってみよう！

親子で楽しむイベントブース
教育や保険、美容など暮らしに役立つママ必見のブースが集合。歯科や
プレスクールなどのブースではお子さんが楽しく体験することができます。

組み合わせも自由！どうぞエマジェ
イムスで素敵な七五三をお過ごし
ください。

七五三スーツを
レジにて３割引

2F ｜ レディスファッションショップ ｜ エマジェイムス

ただ今、メガネ一式2セットお買い上げで、
2,000円引きキャンペーン実施中です。

親子で一緒にメガネを新しく

3F ｜ メガネ・補聴器・サングラス ｜ 
　　  アイガン イオン高槻店早めが肝心「産後の骨盤矯正」骨盤チェック

1F ｜ 整骨・整体 ｜ からだバランス あさひ整骨院

産後ママの応援雑誌「Baby-mo」
にも取り上げらた施術。スタッフ
全員が国家資格保持者です。専
門的な検査から本格的な骨盤矯
正とアドバイスまでさせて頂きま
す。お気軽にご相談ください。

特

　典

「学ぶ意欲」を身につけるキャンペーン
10月末まで実施！
入会金 0円！その他 特典あり

「英語」「算数」「国語」入会受付中
4F ｜ 塾 ｜ 小学館アカデミー

シュープラザで足のサイズを測ろう
2F ｜ 靴 ｜ シュープラザ

小学生以下のお子様、前回来
店時より5ミリ大きくなってい
たら1,000円以上の定価品
10％OFF！

ロディ・バンボお試し＆写真撮影会
3F ｜ キッズ売場 ｜ ベビー用品コーナー

13時～15時 ３階ベビー用品
コーナーにてロディ・バンボを
お試しいただき、記念撮影をし
よう！（写真撮影のカメラ、携帯
電話はご用意下さいませ）

　イオンネットスーパーにはママにうれしい商品（食料品、日用品、衣料品、ベビー、
マタニティ、キッズ用品）が盛りだくさん。商品はご注文から最短3時間でお届け！
子育てママ限定のお得なキャンペーン中の今がチャンス！

ブース会場
2F ABCマート前特設会場

再就職支援コーディネーターが
保育の仕事がしたいあなたをお
手伝いします。

この記事持参でお好み
焼きを100円引き！

疲れたママに
栄養満点

1F ｜ お好み焼き ｜ あいあい傘

ママと楽しく時計の読み方を覚えよう
3F ｜ 時計 ｜ ウオッチタウン

教えやすく分かりやすい工夫
がいっぱい！ドラえもん知育
時計 メーカー希望小売価格
より25％OFF

パンケーキ菓子「パピエ」がもらえる
1F ｜ 洋菓子 ｜ エトフ エ パピエ

親子で1,000円以上お買い
上げの方、「パピエ」1コをプ
レゼント！さらにケーキ類10
％OFF！

秋は小物から
1F ｜ レディース・キッズ服・飾雑貨 ｜ シューラルー

おでかけは秋色の雑貨で！
ショルダーバッグ…¥1,990＋税
ニット帽…¥1.260＋税
サイドゴアブーツ…¥3.990＋税

どのミシンがお好き？ 簡単ミシン体験会
3F ｜ 手芸用品 ｜ パンドラ ハウス

ミシン3機種を縫いくらべながら
入園・入学準備に使えるコップ
袋又はランチョンマットを作って
いただきます。（講習料500円）

2Ｆインナー売場ではウィング、ワ
コール商品が全品（セール品除く）
２０％ＯＦＦ！ピッタリなサイズをプ
ロがおすすめ致します。素敵なボデ
ィラインをお確かめ下さい。

毎週火曜日のウィング、ワコールお買い得情報
2F ｜ インナー売場 ｜ ブランドランファン

親子に
イオン高槻の と

【応募方法】 
下のQRコードから専用サイトにて、

STEP1.　メンバー登録する
STEP2.　キャンペーンに応募！
STEP3.　イオンネットスーパーで
　　　　  お買い物！
STEP4.　500ネットWAONポイント 
　　　　  プレゼント！

キャンペーン専用サイト　
はこちら ⇒

【新規入会キャンペーン期間】
新規メンバー登録期間

応募締切：10月6日（木）

最優秀賞 イオン商品券
 2,000円分
優 秀 賞 イオン商品券
 1,000円分（4名）

　そんな子育てママが1日を通して楽しめるイベントをイオン高槻店で開催します！
ステージ会場では、様々なイベントを実施。ブース会場にはママもキッズも嬉しい体験や
販売のブースが並びます。当日は、イオン高槻店の各店でもタイアップ企画が目白押し。

ぜひファミリーやママ友同士でお越しください！

（クレイン）

場　所

ステージ

ブース会場

高槻市萩之庄3-47-2
イオン高槻店
1F スタジアムコート

2F ABCマート前 特設会場

※雨天決行

駐車場料金：入庫3時間まで無料
店内お買上3,000円以上でプラス2時間無料（計5時間）
以降30分ごとに100円　当日最大500円。
※Kids & Mom Festa特別会場ブースでのお買上げは対象外となります。

※立ちあがってしまうと失格になります。

イオン×ユニクロ
ママの体型別
スタイリング講座

はにたんと
テケテケはにたんダンスを
一緒に踊ろう
マスミダンスサークル

NHKみんなのうた
「おおきな おなか」が代表曲
CRaNEミニライブ

かわいい赤ちゃんが初めてのレースにチャレンジ！
赤ちゃんハイハイレース

キャンペーンや商品情報うれしい　

入会費・年会費無料
ご入会はお近くの
イオン各店直営ベビー・
キッズ売場にて受付中！

▲こちらからアクセス

新規会員さま
募集中！

※一部の携帯電話、スマートフォンではご覧いただけない場合がございます。
※通信料はお客さまのご負担となります。

※店頭またはWEBで
　会員登録できます。

12歳（小学校ご卒業）までのお子さま・お孫さまと
妊婦さまにうれしい特典がいっぱい！

2016年9月1日（木）
10時～11月30日（水）23時59分まで

応募期間
2016年9月1日（木）
10時～11月30日（水）23時59分まで

お買い物対象期間
2016年9月1日（木）
10時～12月10日（土）配送完了分
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エスカレーター

フード
コート

▲ママ専門スタイリストの大友 優華さん特設会場
イベントブース

※ステージ及びブース会場は各フロア
のエスカレーターを降りてすぐです。

※3Fベビールームあり

バルーンスティック
をプレゼント

ハロウィンバルーン
アレンジが当たる抽選も！

さらに
ハロウィンバルーン

アレンジが
当たる抽選も！

さらに

写真は
イメージです

コラージュ写真を作ろう
1F ｜ DPE ｜ カメラのキタムラ

自分だけの1枚をお店で作っ
てみませんか？オシャレなテ
ンプレートに写真をはめこむ
だけ！

子ども靴売場が生まれ変わりました！
人気のブランドシューズも多数取り揃えております！

kutsura（クツラ）
リニューアルオープン

2F ｜ 靴 ｜ グリーンボックス高槻店

専門店 専門店

専門店 専門店

専門店 専門店

直営店

直営店

専門店

直営店

直営店

直営店

専門店 専門店 直営店 専門店

「似合うスタイルを提案　
  お買い物同行サービス」

ガ
ンバ

ボーイもくるよ

（お1人様1本）


