くら し

MAP

1

MAP

2

MAP

3

4

MAP

5

お風呂をテーマとしたお洒落なフォトブース
でカワイイ写真をパチリ。アンケートに答えて
くれた方にプレゼントも用意しています。

こどもハンカチ「ブルーミーズ」
こどもハンカチで遊ぼう★タオルケーキ ワー
クショップを開催。また、アンケート等にお
答え頂いた方にプレゼントをご用意！

東京メトロ

12

MAP

13

MAP

14

社会課題のグラフをアート作品に変えるプロ
ジェクト“CHART project ®” 新作品の展示
と、C H A R T 作 品を制 作 体 験できるワーク
ショップを開催いたします。

MAP

元 TOCCA ディレクター ツチヤマキコによる
キッズブランド。就労支援や高齢者の雇用促
進を目的とした生産を行っています。

MAP

18

Asian Beauty Project
100円以上を寄付された方のお子様に簡単
かわいいヘアアレンジをプレゼント♡（所要
時間：10〜15分 / 対象 / 3歳以上のお子さま）

MAP

19

フレテミーナ（JR 東日本）
J R 東日本の親子旅ブランド「フレテミーナ」

MAP

MAP

9

静岡県 富士市

11
15

9

16

くら し

けフリーペーパー配布や、赤ちゃん連れでも
快適に泊まれる宿泊施設の旅プラン「ベビ

旅」のご紹介も。ふれて、楽しんで、学べる、
たくさんの体験にチャレンジしよう！

MAP

6

富士山の麓の間伐材で森の妖精「トントゥ
人形」を作ろう！
（無料）。おやまに泊まって
自然体験「おやまステイ」親子大募集！

7

スーモカウンター

建てる・買う。住まいの無料相談所「スーモ
カウンター」ではマイホームや住宅のお悩み
を相談できます。サービスご予約で特典も！

21

トツキトウカ

赤ちゃんへ贈るラブレターの募集とあわ せ
て、プロのカメラマンによるマタニティ＆ベ
ビー撮影会を行います♥

MAP
※イメージです

22

生活協同組合コープみらい

イチオシ人気商品無料試食会を実施。「北海
道生乳ヨーグルト」や「産直たまごで作った
カスタードプリン」をご試食いただけます。
MAP

株式会社𠮷野家

23

「𠮷野家冷凍牛丼の具」のご試食を実施！さ
らに、アンケートにご回答頂いた方にはオリ
ジナルグッズをプレゼントします。

楽天ママ割に新規メンバー登録でママ割オリ
ジナルおしりふきプレゼント！豪華賞品が当た
る抽選会も。お待ちしています♪

12

13

40

41

39

茨城県 つくばみらい市

楽天ママ割

22

17

20 29

18

静岡県 小山町

TikTok
子どもの動画を可愛く撮れる♡ ショートムー
ビーアプリ
「T ikTok」 #親バカ部 キャンペーン
開催中！ アプリダウンロードで抽選でQUO
カードが当たる他、先着2,000名のお子様に
お菓子セットをプレゼント。親子で楽しめるス
タンプを使った撮影会も★

43

総合インフォメーション

R有

26

27 30

25

28 31

あそび・まなび

32

33

フォトスポット

しごと・おかね

42

←J

24

23

19 21

11:00〜16:45

プレイランド

楽町

方向

34

35

36

スポーツエリア

抽選コーナー
11:00〜16:45

37

38

授乳室

8

5

お子様向けミニゲーム参加で素敵なプレゼン
ト！LINE@にご登録頂いた方にオリジナルノ
ベルティもご用意しています。

ⓒ j e ki ／ JRE

MAP

スキンチェッカーを使用した無料お肌チェック
体験（薬用化粧品サンプル付き）
。

20 市長公室 みらいまちづくり課

れたんず」ペーパークラフトづくり、塗り絵
コーナーのほか、「フレテミーナ」のママ向

お薬がつるんと飲めるゼリー状のオブラート「お
くすり飲めたね」体験を実施♬ お試し頂いた方
にはサンプルをプレゼント（数量限定 / 先着順）
。

シーボン

10

ドで、
しゅりけんや髪かざりを作ろう！
（参加費
無料、
先着順）
。

を音と光の映像アトラクションで体験！
限定ノベルティが当たるカプセルトイや「と

株式会社龍角散

8

4

17 「紙のまち」静岡県富士市で作られた紙バン

PICHU PICHU TOKYO

B ゾーン

メインステージ

パルシステムの人気商品！クリーミーヨーグル
ト、カスタードプリン、にんじんくだものジュー
スが無料で試食できます。

スポーツ総合受付︵授乳室側︶

レゴ ® マインドストーム®EV3を使ったロボッ
トプログラミングの体験コーナー♪ プログラミ
ングで宝島を探検しよう！

MAP

16

CHART project ®

A ゾーン

授乳室側

7

L I ON × i f

11

MAP

パルシステム生活協同組合連合会

会場入り口側

MAP

キレイキレイ、hadakara を展開するライオ
ンから、毎日の暮らしを変える、新しい生活
習慣を提案いたします。

MAP

カフェインゼロ・白砂糖ゼロ・添加物ゼロ・
農薬ゼロ・罪悪感ゼロ！なのに食物繊維と
鉄分たっぷり、カラダに優しい・ココロに嬉
しい次世代チョコレート、キャロブのご紹介。

ワークショップエリア

14

スポーツ臨時受付
︵会場入り口側︶

6

ライオン株式会社

10

15

3

駅長制服体験

MAP

0 歳からの赤ちゃんとママのスキンケアブラン
ド MEDIBABY 体験ブース！新製品の体験会
とプレゼントが当たる抽選会実施中。

MAP

SISTERS' FAVORITES

2

休憩所・飲食スペース

MAP

株式会社イシュア

MAP

1

出入り口

ベビー＆キッズ ままのわ

来場者受付

ワークショップ・セミナーご参加者の託児お預
かり。当日の状況により予約なし託児が可能な
場合もありますので、
まずはお越しください。
※2歳までのお子さまのお預かりになります。

オムツ替えコーナー
非常口

ベビーカー置場

あそび・まなび

※会場の外にレストラン街があります
アイロンですぐにくっつく
24 パーラービーズであそぼう！
MAP

MAP

25

MAP

26

MAP

27

30 「ディズニーの英語システム」の楽しい無料サ

ベビーパーク・キッズアカデミー

MAP

34

ンプルセットと、オリジナルのミッキー・マル
チポーチをプレゼント！

MAP

31

ゆめふわタウンであそぼう！

ふわふわの仲間たちが住む、夢のハッピー
タウン〈ゆめふわタウン〉のキャラクターや
小物を触って体験することができます。。当日
《推し》のキャラクターを決めるゆめふわ総選
挙も開催中。さすけもあそびにくるよ！

ス ポ ーツ エリア

ワールド・ファミリー株式会社

家庭教師のアルファ

MAP

素敵な絵本の読み聞かせと、かわいい学習
アプリが体験できます。読む力、英語力、プ
ログラミングを楽しく自然に身につけよう。

35
MAP

36
MAP

32

© and TM
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©AMUSE

明日からの育児がもっと楽しくなる！0 歳 2ヶ月
からの親子教室！ 無料体験レッスンのお申込
で知育教材が当たる♪

ふわふわの仲間たちが住む、夢のハッピー
タウン〈ゆめふわタウン〉の「さすけ」や、
「ひ
つじのショーン」など人気者たちも登場！
当日に遊びに来てくれるよ♡ フォトスポット
としてもご利用できます。今日の記念に♪

MLS（モデル・ランゲージ・スタジオ）
英語講師と一緒に手作りできる「ハッピーイー
スター！英語できらきらペンダント作り」の
ワークショップを実施します。

37

スポーツ
エリア

MAP

「ひつじのショーン」×
28 パパ向け WEB メディア家 men
MAP

クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」と、
男性の家事育児応援 WEB メディア「家 men」
がコラボ！SNS 登録でグッズをプレゼント。

MAP

ハぺ・ジャパン

29 『遊んで身につく考えるチカラ』知育教育が
盛んな、ドイツ生まれのハぺ。おすすめのお
もちゃをご用意してお待ちしてます。

赤ちゃん絵本ためし放題スペース。親子で寛
ぎながら、思う存分絵本に触れられます。「こ
ども」と「本」の出会いを応援します。

スポーツ
エリア

MAP

首都大学東京健康福祉学部

当ブースでの体験を通して親子で一緒にパラ
スポーツを楽しんで理解して下さい。
MAP

NPO 法人 D-SHiPS32

39

バルシューレ

MAP

パラスポーツの理解と体験。日本代表も強
く、メダルが期待できる「ボッチャ」を体験
出来ます。
ドイツ生まれのボール遊び「バルシューレ」。
全1 4 8種類のゲームを体験して、基礎運動能
力・社会性・自発性を育もう！

スラックレール

ベルト状の専用ライン上を歩きアクションする
“スラックライン” を疑似体験できるアイテム、
スラックレールを体験頂けます♪

40

MAP

41

Nチャレンジ 27日 28日
ミニハードルやスラロームが設置された N 字
型のコースを楽しみながら走行することで、ア
ジリティ（敏しょう性）能力を測定する、子ど
もたちが楽しんで取り組める新しい体力測定！

キッズラクロス体験 27日のみ

世界の競技人口も大変多いスポーツ、「ラ
クロス」キッズ向け体験を開催します（3 月
27日 12:00 〜 13:45）。

ギフテ! PARK

38 「忍者体験」「マンガ家体験」など親子で楽

しめるワクワクの学び体験がぎっしり★ ワー
クショップの詳細は 11P で。

設 備 案 内

絵本と遊ぼう ! 親子で
33 のびのび読み体験

MAP

しごと・おかね

幼児さんすうスクール SPICA®

楽しみながら算数の力がつく「 L aQ ® でさ
んすう」の体験ワークショップ。開催時間は
P10 でご確認ください。

ほけんのぜんぶ

保険を活用した賢い貯蓄術などをアドバイ
ス！マネープランのアドバイスを通じて、お子
様の未来を守るお手伝いをします。

MAP

42

MAP

43

スクート＆ライド

工具不要で簡単操作・気軽に切り替えられ
る 2 way キッズスクーター、スクート＆ライ
ドの試乗会を開催。1 歳のお子様からお楽
しみいただけます。

マムズラボ

なりたいお仕事を考えて自分だけの「子ども
名刺」を作るデザイン体験をご用意♬ フリー
ランスの方の案件相談も受付中。

HANASO Speech Academy
テレビに出ているアナウンサーを先生に、
「お
天気キャスター」か「YouTuber」になりきっ
てスタジオで撮影体験が無料でできるよ！

来場者受付

1 組につきパンフレット 1 部とスタンプカード
1 枚をお渡しします。

総合インフォメーション

迷子／落とし物／各ブース／ワークショップ
のご案内はこちらにお尋ねください。

休憩スペース

譲り合ってご利用ください。

ベビーカー置場

盗難／事故／破損等については責任を
負いかねますので、ご了承ください。

授乳コーナー

男性のご入室はご遠慮ください。

オムツ替えコーナー

全体MAP

カンタンにモチーフが作れる楽しいビーズで
す。イメージシートを見ながらビーズをならべ
よう！当日はシリコンプレートを使って無料
ワークショップを行います。作品はお持ち帰
りください♪

MAP

