
総額
200万円
相当

はずれなし！！
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

生　活 おもちゃ

食　品

辛子明太子400g 3名 かねふくの明太子が
たっぷり入った
食べるラー油 10名

書籍 3名

emuemu 
（エミューエミュ）

（株）いづみ企画

あめ専門店「あるへいどう」

コープの宅配

ネスレ日本

パナソニックサイクルテック

旭松食品（株）

火の果ぐらす
POLA

オリエンタルベリー

ジャナ・ジャパン

自然舘

クリロン化成

サラヤ

ショーワグローブ

ハグミン＆ハグミンフレンズ

大島椿

オリッジ

かねふく

ビーンズ

ルウラル湖池屋

不二家

實埜邑

G7コーヒー
KA-KUN LAND

伯方の塩

アイアップ

Ty JAPAN

アートデイズ

マグネットパーク学研ステイフルシャオール

ブリオジャパン

ハズブロジャパン

アヒル隊長 
おふろでリンリン
12名

まほうのペットやさん2名

ハローキティ
メルちゃん 4名

おふろDEミニカー
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
4名

スイスイおえかき
あか4名

スイスイおえかき
ワンワンとうーたん
4名

学研のニューブロック
はじめようバッグ 5名

こむぎねんど 
プレイ・ドー シングル缶 500名

ロックスターズ
500名

ファインモーター 
どうぶつライフシリーズ 
おめかしライオンさん 5名

ファインモーター
どうぶつライフシリーズ 
もぐもぐゾウさん 5名

ファインモーター
どうぶつライフシリーズ 
ぴかぴかパンダさん 5名

楽しくデコれる
タマゴ型マグネット
『タマグ』 20名

わっかボール 3名 わっかボール
ミニ 3名

対象年齢12ヶ月の
プルトイ 3名

対象年齢3歳以上の
2019年限定トレイン 3名

コロコロ
ベビーチェア
ホワイト 1名

コロコロ
ベビーチェア
ブルー 1名

みんなのあかいほん
10名

HOPPL

Ty Disney Ballz 
KCサイズ
100名

なかよしコレクション
みんなのにがおえ
＆おてがみセット
4名

ベルギー発最高級コーヒー
「ヴァスコベロ」
デカフェ・ドリップパック （2個） 200名

シームーチョ
こくうまシーフード 540名

伯方の塩セット 200名

天塩の塩あめ
濃い塩レモン味31g 
80名

天塩
天塩の塩タブレット
ラムネ味 60名

ベトナムG７コーヒー 
ブラック15袋入り 48名 ベトナムG７コーヒー 

3in1 10袋入り 48名

100ｇペコちゃん
どこでもビスケット保存缶 20名

７粒ミルキー 600名

めんたいポテトチップス
30名

大豆コーヒー 100名

イブシギンの
しぜんだし
480名

お菓子な
トレジャーランド 100名

オーガニックベビーフード
・Baby Orgente
（鯛＆トマトおじや） 36名

玄米だけの子供用お菓子
・Orgenteパフ菓子
プレーン 24名

オーガニックベビーフード
・Baby Orgente
（かぼちゃスープ） 18名

玄米だけの子供用お菓子
・Orgenteパフ菓子
ピンク 21名

砂糖不使用の
子供用クッキー・Orgente 5名

玄米だけの子供用お菓子
・Orgenteパフ菓子
グリーン 21名

ポップキャンディ 48名

電動アシスト自転車 1名

emuemu 
PREMIUM OIL 10名

しまじろうの
なかよしこうや豆腐 60名

ネスカフェ 
ドルチェ グスト ジェニオ２ 
プレミアム 1名

圧縮袋ペタコS 50名

【マルキ農園さんのぶどうを使用】
ぶどうあめ 5名

顆粒片栗粉
とろみちゃん 60名

足型商品券 2名
エステチケット＆シャンプーセット、
ハンドクリーム 5名

ベビーパーク
／キッズアカデミー

ビーバイ・イー

岡部洋食器製作所

クレイツ

オルゴ

ダッドウェイ

くるくる野菜スライサー
5名

つぶしっ子 5名

ヤシノミ洗たく洗剤
＆柔軟剤 10名

ステンレスマグボトル
【クリスタルマグ】 5名

ヴィーナスモイスト　
ストレートヘアアイロン 3名 オリジナル

ミニエコバック（非売品）
15名

オリジナル
歯磨きコップ（非売品）
 15名

ぐでたまこんにゃくスポンジ
フェイス用 5名

おむつが臭わない袋
BOSベビー用
２枚サンプル 1000名

ママバター フェイス
＆ボディクリーム
 オレンジ 100名

ママバター フェイス
＆ボディクリーム
無香料 100名

munchkin マンチキン
ミラクルカップ/ブルー
5名

munchkin マンチキン
ミラクルカップ/ブルー
5名

munchkin マンチキン 
ミラクルカップ/グリーン
5名

munchkin マンチキン 
ミラクルカップ/グリーン
5名

さらっとタッチセミロング L オレンジ 20名さらっとタッチセミロング L オレンジ 20名
さらっとタッチセミロング Mオレンジ 20名さらっとタッチセミロング Mオレンジ 20名

DaG3（ネイビー） 2名

育児日記ﾏﾙﾒﾛ
SUKU-SUKU
Bear 3名

育児日記ﾏﾙﾒﾛ
FUWA-FUWA
Bunny 3名

アトピコ
スキンケアシャンプー
5名

アトピコ
オイルローション
5名

クレイツ
イオンスウィングエアー
ゆれドラ FV 3名

クレイツ
イオンスウィングエアー
ゆれドラ FV 3名

前髪カットサポーター 
CHOYCHOY 5名
前髪カットサポーター 
CHOYCHOY 5名

クレイツ
イオンハンディシャワー 
IO霧 2名

クレイツ
イオンハンディシャワー 
IO霧 2名

パイロットインキ

http://cycle.panasonic.jp/products/eb_kids.html
https://nestle.jp/machine-free/nescafe-dolce-gusto.html
https://www.babypark.jp/
https://www.petako.jp/
https://join.kinki.coop/
https://aruheido.shop-pro.jp/
http://www.emu-emu.jp/
http://www.asahimatsu.co.jp
https://www.pola.co.jp/
https://www.glass-honoca.com
www.telasbaby.jp
https://createion.jp
https://createion.jp
https://createion.jp
https://orientalberry.co.jp/
https://orientalberry.co.jp/
https://www.atopico.co.jp
https://www.atopico.co.jp
https://www.okabeyoshokki.co.jp
https://www.okabeyoshokki.co.jp
https://www.bxe.co.jp/mamabutter/
https://www.bxe.co.jp/mamabutter/
https://www.showaglove.co.jp/
https://www.showaglove.co.jp/
https://www.dadway.com/
https://www.dadway.com/
https://family.saraya.com/
https://sizenkan.com/
www.allgo.co.jp
www.allgo.co.jp
https://bos-bos.com/
http://beans-japan.jp/
http://beans-japan.jp/
http://beans-japan.jp/
http://beans-japan.jp/
http://beans-japan.jp/
http://beans-japan.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.amashio.co.jp/
https://www.amashio.co.jp/
https://mentai-park.com/park/osaka/
https://mentai-park.com/park/osaka/
https://mentai-park.com/park/osaka/
https://www.hakatanoshio.co.jp/
http://124gin.com/
http://www.ka-kunland.com/
https://mucho.koikeya.co.jp
https://www.rurale.co.jp/
http://soycafe.jp/
http://www.mellchan.com/product/doll/hellokitty_mell.php
http://www.suisui-oekaki.com/product/suisui/suisuiaka.php
http://www.ahirutaicho.com/product/ahirutaichoseries/ofuroderinrin.php
http://www.pilot-bathtoy.com/product/minicar/townmap.php
http://www.suisui-oekaki.com/product/suisui/wanucolorful.php
http://www.pilot-bathtoy.com/product/kaechaoh/pet.php
http://www.pilot-girlstoy.com/product/nakayoshi/minnanonigaoeotegamiset.php
www.artdays.co.jp
http://hoppl.jp
http://hoppl.jp
https://www.briojapan.com/
https://www.briojapan.com/
https://www.eyeup.co.jp/
https://www.eyeup.co.jp/
https://www.eyeup.co.jp/
https://www.tyjapan.jp/
www.shaool.co.jp
www.shaool.co.jp
www.shaool.co.jp
www.shaool.co.jp
www.shaool.co.jp
www.shaool.co.jp
https://www.gakkensf.co.jp/nbsl/
https://www.magnetpark.jp/
https://shop.hasbro.com/ja-jp
https://shop.hasbro.com/ja-jp
www.g7coffee.co.jp
www.g7coffee.co.jp



