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わくわく体験ブース

※体験やワークショップは待ち時間の発生が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。　※体験内容によって参加費・材料費が必要になります。　※イベントの内容は予告なく変更される場合がございます。　※写真はいずれもイメージです。

お気に入りが見つかるアイテムブース

会 場
本館B1F
オービット
ホール

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 

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。

「ディズニーの英語システム」抽選会
｜ 英語教材 ｜ ワールド・ファミリー

幼児教室の講師たちが〈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。ちょっとしたプレゼントに
最適なおもちゃ雑貨もご用意いた
しております。ぜひ、お越し下さい！

木や布の知育おもちゃ販売
｜ 知育 ｜ UKK スマイルキッズ

シュシュ
ティノ

ドリマムコーナー

ハンドメイド
アクセサリー販売

カチューシャワーク
と革小物販売

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！

なりきりキッズ歯医者さん
｜ 歯科 ｜ SMILE PLAN歯科クリニックグループ

かわいいスヌーピーのUSEDフィ
ギュアやカラフルなミニオンズのフ
ィギュア、ポップな巾着袋、アメカ
ジTシャツ、アメリカンマグカップな
どを販売します。

ポップなアメリカン雑貨が大集合
｜ アメリカン雑貨 ｜ SOJIJIBASE&GARAGE

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。

「こはい」で人気のコープ商品試食
｜ 食材宅配 ｜ コープこうべ

コープ自然派は国産、無添加にこ
だわっています。いつでも安心して
口にできるものをお届けします。純
国産ポテトチップス、有機アップル
キャロットの試食・試飲を行いま
す。

お子さまに無添加のおやつを！！
｜ 食材宅配 ｜ コープ自然派 ピュア大阪

「ネスカフェ ドルチェ グスト」は、
15種類以上のカフェメニューを、
簡単にご家庭で作れる、カプセル
式の本格的なカフェシステムで
す。豊富なメニューをお楽しみい
ただける無料試飲を実施します。

ネスカフェ ドルチェ グスト体験
｜ コーヒー ｜ ネスレ日本

教育資金の賢い貯め方、お伝えし
ます。家計の見直しから浮いたお
金を教育資金へ。お子様が遊べる
キッズコーナーありでゆっくり相
談可。個別相談の方にはスヌーピ
ーのぬいぐるみプレゼント！

学資保険に頼らない教育資金のつくり方
｜ マネー・保険 ｜ メットライフ生命株式会社

厳しい独自基準で「安心」と「おい
しい」をお届けする宅配サービス
です！ストレート果汁ジュースの試
飲と無料の会場プレゼントをぜひ
Getしてください！

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

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

親子でモデルデビュー！？記念日
やイベントがないと中々プロのカ
メラマンに写真を撮ってもらう機
会もないのでは。親子でお出かけ
する日常も実は「かけがえのない
もの」。一生の思い出を写真に収
めます。是非お越しください。

プロが撮影～ドリームキッズ撮影会～
｜ 撮影会 ｜ 株式会社オンリーネット

色紙カラー描き
1人につき500円
※所要時間15分～

素敵な笑顔を絵にしよう
｜ 似顔絵 ｜ Smile・Spot

理学療法士の資格保持者が骨盤
の状態を一人ひとりチェックし、正
しい姿勢をアドバイスさせて頂き
ます。出産後、育児における肩こり
や腰痛などもご相談ください。
Kids＆Mamfestaだけの当日予
約限定メニューあり！

無料骨盤チェック
｜ 骨盤指導 ｜ Locofi-Life

ベビーマッサージってママにもい
いって本当？ふれることは　ふれ
られること♪　ベビーマッサージ
を通して　その効果を体験してみ
ませんか？　すべての赤ちゃんと
ママに笑顔を…

ベビーマッサージ&ふれあい遊び
｜ 子育て ｜ ローリベビーマッサージスクール

小さなお子様でも楽しめるエレク
トーン体験コーナーとヤマハ音楽
教室説明コーナーがございます。
エレクトーンを体験し、簡単なアン
ケートにご協力いただいた方には
ヤマハオリジナルグッズをプレゼン
ト！

エレクトーン無料体験レッスン♪
｜ 音楽教室 ｜ ヤマハ音楽教室　三木楽器

「地域の暮らしを旅する」がコンセ
プト。そこに住む人 と々体験を通し
て交流できるのがTABICAの魅力
です。この夏、プチ旅行で最高の思
い出、つくりませんか？イベントで
会員登録をしていただくとお得な
クーポンをGETできちゃいます！

ファミリーが楽しめる情報お届け！
｜ おでかけサイト ｜ TABICA（タビカ）

家づくりのプロによる「家づくり無
料相談会」を開催。最高等級品質
の「スマートウェルネス住宅」を知
ろう！茨木市南春日丘にモデルハ
ウスもオープン！

家づくり相談会
住宅 ｜ パワーホーム大阪株式会社

ママと子どものおでかけ情報誌
「関西ファミリーウォーカー秋号」
（9/15売）の誌面に登場できる撮
影会を開催します！ 参加は無料な
ので、思い出作りにぜひ。
受付/①10:00～11:30、
　　  ②13:00～15:00

おでかけ情報誌に出演できる撮影会
｜ 撮影会 ｜ 関西ファミリーウォーカー【（株）KADOKAWA】

低学年の子どもでも楽しめるクイ
ズなどを用意してお待ちしており
ます。日頃、我々が行っていること
を感じていただければ幸いです。ま
た、教育に関する個別の相談など
もお気軽にしてください。

絵本や漫画を使って言葉遊び体験
｜ 作文・個別指導塾 ｜ 志高塾

英会話やプレスクール、美容など楽しく体験することができます。

ガラガラ抽選会を実施！
賞品 ： お食事券、食材セット、
インテリア雑貨など

抽選で素敵な賞品をプレゼント

夏向け、さっぱりメニューとスタミナメニューも登場！
美味しいホテルグルメが充実
※各メニューの料金は当日ご案内します。　会場 ： 本館2F「星雲」

（例）ハワイアン＆カリーレストラン・サンマハロ　お食事券30名様分
　   スイーツパラダイスファクトリー　お食事券ペア5組

Osaka Wheel 
無料乗車券
※無くなり次第終了 
※1家族1枚

（オーサカホイール） 先着
100
名様

先着
300
名様

● スリランカカレー　● ハッシュドビーフオムライス
● きつねうどん＆かやく御飯　● ソフトドリンク各種　など

※アンケートにお答えいただいた方が対象となります。
※他ステキな賞品多数あり。

テンション High High! 
赤ちゃんハイハイレース

●開催時間：12：20～13：３０

〈参加条件〉
ハイハイができる1歳前後の赤ちゃん
事前予約制・先着35名（参加状況
によっては当日参加もOK）
〈応募期間〉7月13日（木）まで

■ 関西ファミリーウォーカー PRESENTS
親子で楽しむ！「関西ファミリーウォーカー」おでかけスポットご紹介トークショー

●公演時間：13：３０～14：0０
11：0０～10：0０～

この夏オススメ！子どもと一緒に行ける"おでかけスポット"を、ファミリーウォーカー編集長代理とママタ
レント、パパ芸人たちがご紹介。とっておき情報がいっぱいなので必見！

ご応募いただいた写真は会場で展示
されます。編集部が選ぶ優秀賞の方
には商品券をプレゼント。

わが子の寝相
deアート大募集

会 場
本館B1F
ホワイエ

観覧無料
ステージイベント

お申し込みは
上記応募
フォームより

〈プレゼント内容〉
最優秀賞（1名） 商品券2,000円分 
優秀賞（3名）・・商品券1,000円分 
〈応募締切〉7月13日（木）まで

お申し込みは
上記応募
フォームより

〈出演者〉
田中美帆 さん
女性コミュニティ
「関西美活」の代
表。MIEのニックネ
ームでフジテレビ系
“あいのり”に出演。

小宮ななこ さん
「HAPPYバルーン
NANA」代表。トー
クショーではバル
ーンアートの実演
が見られるかも！？

女と男
市川義一 さん
お笑いコンビ「女と男」
のツッコミ担当。井上
公造さんのモノマネほ
か、教育熱心なパパト
ークをお楽しみに！

雑貨やおもちゃなど様々なアイテムが揃います。

ママにお役立ち暮らしブース
保険、食など日々の暮らしに役立つママ必見のブースが集合。

ヤマハ音楽教室のおともだちの
エレクトーンミニコンサート

●公演時間：10：３０～14：0０～

●公演時間：11：３０～/15：0０～

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。

ワンコインで変身メイク
｜ 美容 ｜ メナードフェイシャルサロンELLE〈エル〉 

おはよう朝日でお馴染み　
エレクトーンのお姉さん
小椋寛子さん
エレクトーン
ミニライブ 会 場

本館B1F
オービット
ホール

会 場
本館B1F
オービット
ホール

会 場
本館B1F
オービット
ホール

serendipity 
jewel m

apricco

チュールリボンの
ワークショップ

ぷっぷるも
来るよ！


