
はずれなし！！

会場MAPでブースの位置を見つけてね！

10：00～16：00まで開催！
※商品がなくなり次第、予定時間より
　早く終了する可能性があります。
　ご了承ください。

企業ブースプレゼント

おもちゃ 生　活 食　品

パナソニック サイクルテック
ギュット・アニーズ・KD 1名

HAHALABO
デニム 4名
デニム 5名
レースレギンス 4名
総レースワンピ 3名
フラワーチュニック白 5名
フラワーチュニック紺 4名
象さんセットアップ 3名
ガーゼセットアップ ブルー 2名
ガーゼセットアップ ピンク 1名
HOMEBOYTシャツ 3名
ロゴTシャツ 3名

ネスレ日本
ネスカフェ
ドルチェ グスト 1名

Ami de Ricaco
ヘアクリップ 6名
ヘアシューズ 1名
ニット帽子 3名

POLA
Ｂ.Ａ 体感セット 30名

メリーズ
メリーズパンツ 
さらさらエアスルー 
Mサイズ（6～11ｋｇ） 10名

せのびと～る
せのびと～る
ドリンク
（ヨーグルト味） 5名

ゆめソーラー
パオくんぬいぐるみ 
10名

グリーンコープ
生協ふくおか
りんごジュース
（びん入り）
青森産１㍑ 30名

森永市場開発
お楽しみ袋 5名

ベビーパーク
書籍
「3歳までの育て方で
子どもの脳は決まる！」 10名

ON THE UMAMI
UMAMIだし 
あご 10名

愛会喜流
～キムチ専門店～
ロシュココ 10名日本一般用医薬品連合会

浅田飴 薬用のど飴 360名

サンリオ
サンリオ
キャラクターシール
2000名

伯方の塩
伯方の塩セット 350名

パイロットインキ
❶メルちゃん入門セット 4名
❷スイスイおえかき きかんしゃトーマスNEWコロコロおえかき 4名
❸おふろのかべであそべる！ タウンマップ＆ジャンプ台セット 2名
❹きらりんシール 4名
❺まほうのティーセット 4名
❻miffy はじめてのスイスイおえかき 4名
❼何回でもぬれる！ ぬりえ メルちゃん 12名

万雄
低電磁波
ブラックハニカムドライヤー
Lowra rouge DX 10名

ZHOUKA.JAPAN
ウィンドブレーカー 4名

学研ステイフル
ニューブロック
ワンワンとうーたんBOX 
4名

ブリオジャパン
BRIO ホースハウス 5名

ハナヤマ
パズリング GREEN 12名
チューブレット 12名

マグネットパーク®
ぬりえマグネット
「クリスマス」 100名

つみきや
さくらのきのぼり 20名

アートデイズ
みんなの
あかいほん
10名

ニューアークス
アニマルバルーン 6名

シャオール
フローティック 各1名
うみがめ／ねったいぎょ／ぺんぎん／かに／きんぎょ

ハピネット
小っちゃな
手のりモンキー 
ハグミン
なかよしルームセット
キラキラローズ／キラキラアクア

各1名

クレイツ
クレイツイオン
シャワーヘッド 
きれいと 3名

クレイツイオン
エレメアカール
32mm 2名

まえがみカット
サポーター
チョイチョイ 5名

ビーバイ・イー
ルクラ 
ベビースキンバーム 100名

はぐくみプラス
子供用歯磨き粉
はっぴーす 10名

マグネットパーク®
車用マグネット
ステッカー 30名NIPPON応援団

主婦だからこそ
活躍できる
新しい仕事の話
「うちの奥さんは、
商店街を歩くたびに
手を振られるんですが
どうなってるんですか?」
10名

マーナ
MARNA baby 
泡でやさしい
からだ洗い
15名

SPRジャパン
サムライウーマン
ファブリックミスト／
サムライアクアマリン 
ファブリックミスト
各5名

ショーワグローブ
さらっとタッチ
セミロング 各20名 
M／パールピンク  L／パールオレンジ

Oisix（オイシックス）
Vegeel（ベジール）　300名

ビーンズ
Baby Orgente・ほうれん草＆小松菜おじや／
鯛＆水菜おじや／ナス＆チンゲンサイおじや／
ニンジン＆玉ねぎおじや／かぼちゃスープ　各3名
Orgente・子供用パフ菓子 プレーン　16名
Orgente・子供用パフ菓子 グリーン／ピンク　各14名
Orgente・子供用クッキー 
カルシウム／ビタミン／食物繊維／タンパク質　各2名實埜邑（みののむら）

大豆コーヒー
ドリップバッグ　100名

オリッジ
イブシギンのしぜんだし
480名

リーズ・オブ・ケイスネス
ショートブレッド・
プレーン
（オールバター）
72名

KA-KUN LAND
カークンランドお菓子セット
100名

サラヤ
ヤシノミ柔軟剤
本体＆詰替セット 504名

オリエンタルベリー
育児日記 アプチェカ 各3名
Let me hug you! ／ Let me kiss you!

A-BLEND
うさまる
ハンドジェル／
ねこぺん日和
ハンドジェル 各3名

❶ ❷ ❸

❹
❺

❻ ❼

©,'17,'18 SANRIO

総額
200万円

相当

http://cycle.panasonic.jp/products/elmk/
http://www.ban-yu.co.jp/lowra/
https://www.instagram.com/hahalabo_fukuoka/
https://www.zhouka.jp/
https://nestle.jp/machine-free/nescafe-dolce-gusto.html
https://www.jfsmi.jp/
http://www.mellchan.com/product/doll/mellchannyuumonset.php
http://www.suisui-oekaki.com/product/suisui/tomas_korokoro.php
http://www.pilot-bathtoy.com/product/minicar/townmap.php
http://www.pilot-girlstoy.com/product/seal/kirarinstdset.php
http://www.pilot-bathtoy.com/product/kaechaoh/oh.php
http://www.suisui-oekaki.com/product/hajimete/suisuimiffy.php
http://www.suisui-oekaki.com/product/nurie/nuriemell.php
https://www.sanrio.co.jp/
http://www.hakatanoshio.co.jp/
http://amidericaco.com/
https://senoll.com/shopping/lp.php?p=set
https://www.babypark.jp/
https://www.morinaga-market.co.jp/
https://www.yumesolar.jp/
http://www.on-the-umami.com/
https://www.kao.co.jp/merries/
https://www.greencoop.or.jp/
www.aiaikiryu.com
https://www.gakkensf.co.jp/
http://www.magnetpark.jp/
http://www.ec-nol.jp/
https://www.briojapan.com/
https://tsumikiya.jp/products/detail.php?product_id=976
http://www.shaool.co.jp/products/floatic/index.php
https://www.hanayamatoys.co.jp/
http://www.artdays.co.jp/
http://www.happinettoys.com
https://createion.jp/
https://www.hugkumiplus.net/
https://www.nct.or.jp/
http://www.magnetpark.jp/
http://sprjapan.com/home.php
https://www.yashinomi.jp/
https://www.rakuten.co.jp/oriental-berry/
https://www.showaglove.co.jp/product/detail/homecare/688
https://www.bxe.co.jp/brand/lecura
http://shop.marna-inc.co.jp/shopbrand/f
http://www.a-blend.shop/
https://www.oisix.com/
http://minonomura.com/
https://www.rurale.co.jp/reids-of-caithness/
http://beans-japan.jp/orgentecookie/index.html
http://124gin.com/
http://www.ka-kunland.com/
https://www.pola.co.jp/



