
WORKSHOP
日替わりワークショップ

常設ワークショップ

FQ SNAP

WORKSHOP AREA❹

WORKSHOP AREA❶ WORKSHOP AREA❶WORKSHOP AREA❸ WORKSHOP AREA❸
PRODUCED BY ママガク

受付10:00～（参加組数に達し次第、受付終了） 受付10:00～（参加組数に達し次第、受付終了）

PRODUCED BY ママガクPRODUCED BY MamaBA

会場MAPは中面をチェック！

PRODUCED BY MamaBA

PLAY ZONE

ふわふわ遊具

PRODUCED BY ファンタジーキッズリゾート

子供たちが大好きなふわふわ
遊具が常設。（無料）

FQスペシャル撮影会

PRODUCED BY リトルママ  12のワークショップが常時開催！

プロカメラマンがご家族を撮影! 
撮った写真は無料でプレゼント。
※組数には限りがあります。

■整理券配布スタート：10：00
■撮影会開始：10：30
■配布場所：FQ撮影会ブース受付
■写真お渡し場所：上記同様
■撮影組数：各日140組（ブルーゾーン
＆レッドゾーンそれぞれ70組）

ご来場の
思い出に！

布の絵本
作り教室

お名前
描き下ろし

かっさ
マッサージ

WORKSHOP AREA❶WORKSHOP AREA❷
PRODUCED BY BANDAI 
ブロックラボ試遊台

PRODUCED BY チルドリン 
「エネママカフェ」で
マイソーラー充電器作り!

遊びながら脳を育む、新
しいブロックシリーズで
遊んでみよう。

ソーラー充電器を可愛
くデコして、マイソーラー
充電器をつくり、エネル
ギーについて楽しく学び
ましょう♪

●親子ワークショップ
パパが教えるパパのベビーマッサ
ージや触れ合い遊びなど。

●お名前書きおろし
書家の杉村凪絆さんが、皆さん
にこれからのヒントとなる言葉を
書きおろします。

●色育（いろいく）
ぬりえで色育。集中力、想像力、
コミュニケーション力を育てるワ
ークショップ。

●似顔絵
成長の記録の1枚として、似顔
絵を描いてもらおう。

●かっさマッサージ
「小顔になる」と話題のママ向け
ビューティーワークショップ。

●気功
気功体験で身体も心もリラック
ス♪

●楽読
速く、楽しく本を読むワザを伝
授します。

●骨盤矯正体験
整体師さんによる、出張骨盤矯
正など。

●布の絵本作り
親子の絆を深める可愛い布の
絵本を、実際に作る体験会。

●整理収納アドバイス
あなたは片付け上手？ 片付け
力を診断！ 

●耳つぼ体験
美容と健康に最適の、耳つぼを
体験してみませんか？

●クレイセラピー
今話題のパウダーミネラルファ
ンデーションを手作り！

PICK UP!

Let's play English＆Music!!
音楽で子供の
感性を伸ばし
ながら、楽しく
英語も学べる
ワークショップ。

ベビーヨガ
赤ちゃんと触れ
合いながらパパ
ママの自己力向
上と子育てのエ
ネルギーに。

プリンス＆プリンセスレッスン
世界を舞台に活
躍するためのコミ
ュニケーション能
力やマナーを身
に付けよう！

PICK UP!

ベビーダンス
メディアでも話
題のベビーダンス
は、赤ちゃんとパ
パママがいっしょ
に楽しめる！

KIDSウォーキング＆指圧
ミスユニバースフ
ァイナリストの講
師に学ぶKIDS
ウォーキングは大
人気！

ロディヨガ
可愛いロディで、
遊びながら運動
神経やバランス
感覚を養う！
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※ベビーサイン体験、ベビーダンス体
験は9/13と同じ内容です。

世界のベビーカーが
ずらり♪

オムツ替えや授乳の
スペースはココ！

FQ撮影会の受付はコチラ！
受付10：00～（定員に達し
次第終了）

ステージでは、ショーや
コンテストが目白押し！

ブースをまわって
疲れたらひと休み♪

バンダイ 
ブロックラボの試遊台！

たくさんの親子ワーク
ショップが開催中！

ふわふわ遊具には
ファンファンも
遊びにくるよ！

オムツ交換所

お湯のご用意もございます。
授乳室

軽食の販売を行っています。
売店

休憩スペース

シンガポール

STAGE

ベビー＆キッズモデルコンテスト2013

蛯原英里さん
トークショー

照英さん
トークショー

Mr.イクメン
コンテスト

チャイルドボディセラ
ピストの蛯原英里さ
んのトークショー＆ベ
ビーマッサージ教室！ 
ショー終了後にはサ
イン会も。

2人のお子さんのパ
パでもある照英さん
のトークショー。照英
流「アクティブ育児」
に迫ります！

出展ブースの配置は以下の通り。展示内
容は、下のコラムをご参照ください。※「イ
クフェス2013」は、「ベビー・キッズ＆マタ
ニティショー」と併催となっております。

優勝者には賞金10
万 円、 そ し てFQ 
JAPANモデルに。会
場投票で日本一のイ
クメンが決定します！ 
栄冠は誰の手に？

ベビーサイン
体験
赤ちゃんとジェス
チャーを通じて対
話するベビーサイ
ン体験を実施。こ
の機会に是非覚え
てみましょう!

ベビーダンス
体験
ダンスのパートナ
ーは可愛いベビー。
抱っこ紐やスリン
グで抱っこかおん
ぶをしたら、レッス
ン開始！

5歳以下なら誰でも応募可能なコンテスト♪
FQ JAPANの専属モデルになれるチャンス！ 
候補111名が一堂に集結！ バギーエクササイズ

ベビーカーを持ってステージ前に集まれ！ 産後の心身回復にも◎

フラダンス
ハワイアン・ミュージックにのって躍る、フラダンスのショータイム♪

イクメントレーニング
子供とのダイナミックな遊びで、パパもしっかりエクササイズ！

カポエイラ
楽器や歌のリズムに合わせた、華麗な足技が主体の挌闘技のショータイム。

一般財団法人 製品安全協会 アポロ社 ソーラージャーナル

ESCUBE JAPAN ニコライド

アップリカ・チルドレンズプロダクツ 7 A.M. ENFANT他
消費生活用製品の安全性に係るＳＧ基準を作成
し、基準への適合を認証した製品にマークが表示

されるＳＧマーク制度を運営しています。

ミッフィー、リラックマなどの人気キャラクターを使用
した布製ベビートイの企画販売を行っています。

誰もがソーラー生活を楽しめるための情報をわかり
やすくお届けするスマートライフ雑誌。生活に役立

つエコグッズも多数展示！

このあたたかさ、もう後戻りできない。『Sleepea（ス
リーピー）』見参！ オシャレイクメンが絶賛するカラフ

ル＆スポーティーなフリーススリング。

レンラッドはランニングバイクでバランス感覚を習得
したら自転車に変身します!!　子供用自転車と子

供乗せ自転車専門輸入元NicoRideが販売。

赤ちゃんの笑顔が生まれる、理想的な環境をお届
けしたい。研究を重ねた安心の育児器具で、快適

で健やかな育児をサポートします。

お洒落なベビーカーフットマフでNYのセレブを魅
了した7 A.M.ENFANT（セブンエイエム・アンファ

ン）が日本初登場！ベビーカーの試着・販売会を開催！
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日本コロムビア 持田ヘルスケア

NPO法人 ベビーサイン協会 Three Berry

カトージ 大阪堂

エム・アンド・エム 内閣府 アイエンジェルジャパン

ソニー生命保険 Lilliputiens＆Kaloo

ワールド・ファミリー ビタミンiファクトリー

五十畑工業 ラングスジャパン

GMPインターナショナル ローズマダム

トシマ・ベビー・ドットコムは、世界中からベビーと子ど
も達のために優良な玩具や育児グッズを輸入して

皆様に提供しています。

WORLDブランドの幼児用室内遊具をはじめ、乗り
物や「CATCH ME」ブランドのベビーグッズなどを

「たのしさ」と「やさしさ」をモットーにお届けします。

可愛くて便利なベビー用品を超特価で販売いたし
ます！ また、Little GiraffeやBabymelなどの人気

商品を実際に手にとってご覧いただけます。

サインを使って、親子で育むバイリンガル脳！ 赤ちゃ
んとママのコミュニケーションストレスをなくすプログ

ラムをぜひ体験して下さい！

石鹸いらずで手順がカンタン「スキナベーブ」は沐
浴初心者を応援します。ブースにて沐浴体験を行

っておりますスキンケアサンプルもプレゼント。

ベビーサイン協会の活動、およびベビーサイン公
式キットの紹介と、ベビーサインプチ体験会を行

います。ぜひこの機会に、ベビーサイン体験を！

「“特別な日”だけでなく、普段から子ども達におし
ゃれを楽しんでほしい」をコンセプトに海外から厳

選した子ども用品を輸入しています。

ママが楽しいベビーグッズを。室内用品からおでかけグ
ッズまで豊富な品揃え。カトージはママと同じ目線と

温かさで子育ての楽しみを応援します。

お名前・お誕生日・出生時の体重（1g単位）の刺
繍入りのぬいぐるみなど、誕生や成長の喜びを感じ

られるメモリアル商品を中心に展示。予約販売も。

アンパンマン、ハローキティなどの三輪車・子供用
自転車をはじめ、ベビー用品・ブランコ等を扱う子供

乗物、育児用品の総合メーカーです。

11月第3日曜日は、「家族の日」。家族や地域のき
ずなの大切さをテーマに実施したコンクールの入

賞作品、心あたたまる「手紙」や「写真」を展示します。

新しいスタイルの次世代抱っこ紐・ヒップシートキャ
リア。韓国大人気ブランド・アイエンジェルが日本に

上陸！ 使い心地の良さを是非、実感してください！

可愛い赤ちゃんのために今からできる準備と、ご家
族の将来に向けて夢の実現とお金のことをぜひ私

たちにご相談ください！ ご来場お待ちしております！

フランス発のぬいぐるみ＆ベビー雑貨ブランド「Kaloo
（カルー）」と、ベルギー王室のプリンス・プリンセスご

愛用の知育玩具「Lilliputiens（リリピュション）」を販売。

乳幼児向け家庭用英語教材「ディズニーの英語
システム」とサポート・サービス「ワールド・ファミリー・

クラブ」をご提供しております。

えっ！わずか３０分で乗れる自転車ホビーバイク、転
んでも負けない強い子を増やすブレイブボード他ス

ポーツ用の企画・輸入・販売。 

大型ベビーカーと介護機器メーカーです。設計から
製造までの一貫作業で他には無い特色のある製

品づくり。特注・改造のご相談もお気軽に！

ラングスジャパンはスポーツトイの専門ブランドです。
遊びながら動体視力やバランス感覚を鍛えるアイテ

ムを厳選し、家族がともに楽しめるものをお届けしております。

"Happy Rainbow with AirBuggy"をテーマに、
3輪オリジナルベビーカー「AirBuggy（エアバギー）」の

抜群の走行性と、快適な乗り心地をご体感頂けます。

マタニティ下着やプレママ便利グッズ、低カフェイン
のお茶やコーヒーなど、妊産婦さんに必要なものを

ずらりと展示・販売します。藤本美貴さんとのコラボ商品も！
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カーメイト ピジョン カーサリッチ

東都生活協同組合 ETERNAL（保険テラス）

スマートトレーディング つくるおとうさん

コントリビュート 生活協同組合コープみらい（コープデリ）ティーレックス aden＋anais

日本ベビー用品レンタル協会 パルシステム生活協同組合連合会 ターミナル

ファンシ アリス・インターナショナル

ウォーターダイレクト テクセルジャパン

JTC

日本育児 クリロン化成

ケイジェイシー 赤すぐ 東京靴研（N.U.T）

コンビ バズラボ

「エールベベ」は日本のカー用品総合メーカー「カーメイト」
のチャイルドシートブランド。カー用品の開発で培われた技

術で、赤ちゃんにとって安全・快適なチャイルドシートを開発しています。

ピジョンは、育児・マタニティ・女性ケア・介護用品
等の製造、販売および輸出入、ならびに保育事業

を取り扱うベビー用品の総合メーカーです。

全てのベビーキャリーは『スナグリ』から始りました。近
年、デザイナー、ジャニファー・デロンギにより新たにデ

ザインされ、そのファッション性の高さから全米で愛用されています。

たまごプリンのご試食、当生協の個人宅配のご案
内をいたします。父子で行く産直産地の農業体験

ツアー企画もありますよ！

30社以上の商品の中からお客様のライフプランを実現する
ための最適な保険をご提案致します。これからの「叶えたい

未来」を実現させるために、保険を上手に活用する方法をお伝えいたします。

今年もヨーロッパやアメリカからベビー＆キッズ商品
がぞくぞく入荷！　体験も出来ますのでこの機会に

ぜひ遊びに来てください。

『My sweet place～大好きな場所～』をテーマ
に、子供のお気に入り空間・時間にフォーカスした

キッズテントの開発を行っています。

ドイツのパパとママが一番高く評価する強力マジッ
クテープ採用の抱っこ紐「マースピー」が日本初上

陸。その軽さ＆小ささ＆便利さを是非、体感して下さい！

重いもの、かさばるものを、ご自宅までお届けすることで、
都内近郊の世帯に喜ばれているコープデリ。 当日はア

イス、プリンの試食をご用意しております。是非、お立ち寄りください！

2013年ご覧いただきたい新商品を多数展示。
必見の価値あり。ぜひティーレックスブースにご来

場下さい。

エイデンアンドアネイはNY発、ベビーのためにママ
が設立した大判おくるみブランド。 使うほどに柔ら

かくお肌に優しくなじみます。

全国のベビー用品レンタル店ネットワークの母体とし
て、皆様に一層の安心と安全なベビー用品をお届け

しに幅広く、親切なサービスの充実を図って参ります。

国産・産直・環境にこだわり、安心で安全な商品を週に
一度、ご自宅までお届けする生協です。人気商品クリー

ミーヨーグルトをお試し頂けます。ぜひお気軽にお立ち寄りください♪

転がすことで様 な々バリエーションに変更でき、いろい
ろな使い方ができる木製の子供用デスクとチェア、優

しいぬくもりが感じられる木製バイクを中心に展示。

マタニティ段階式着圧レッグウェアーと新生児から
使えるベビーキャリアの試着・販売や、海外有名ベ

ビー服を特価にて販売いたします。

エスメラルダ母子手帳ケース、授乳カバーのパイオ
ニアブランド・ベベオレなどを始めとするママグッズや

パパにもお勧めのヒップシートなどお買い得商品を販売します。

天然水の味わいを大切にした、富士山の銘水「ク
リティア25*」を厳しい管理の下で、安心・安全な

品質をお届けします。

新発売★リボン型『Bitatto』を含むお得なセットが
ワンコインで買える！ さらに、注目の『ふとんベッド』

を超特価でご用意します！

ベビーサークルやベビーゲートを中心に、色々なベ
ビー用品を安全・安心を基本モットーとして、商品

開発をしております。是非お立ち寄り下さい。

"ベビーのために世界から"日本育児は人に、自然に、
未来にやさしい会社を目指して、独自の企画によるモノ

づくりと、世界中の国 か々ら育児用品を集約しお届けしてまいります。

初出展！ メーカーが造った『おむつ処理袋』。医療
開発から生まれた世界初の新素材です。驚きの防

臭力を、ぜひブースで体感して下さい。サンプルもプレゼント。 

大人気のエジソンのお箸シリーズをはじめ、触れずに
体温が測れるエジソンの体温計、エジソンのフォーク

＆スプーンなどのアイディア商品を提案しております。

赤ちゃんできたらすぐ「赤すぐ」！ ブースでは、カワイ
イ育児グッズなど豪華な景品が全員もらえる福引を

行っています！

「男親目線のこども服」「静かにおそろいニアルッ
ク」をコンセプトに、ストリートカルチャーを落とし込ん

だデザインを中心に展開するファッションブランド。

赤ちゃんとの毎日を楽しく快適にする、安心・安全
なコンビのベビー用品をご紹介！　是非、お立ち

寄りください。

ジネコは、妊娠前・妊娠中・ 子育中の主婦360万
人に活用頂いている健康生活ガイド。マタニティ雑

誌も発刊し全国の産婦人科で配っています。
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FQ Corner 父子旅

豪華プレゼント抽選券の受付や、父子旅（ハワイ・シンガポール・八ヶ岳）
の読者モデル応募、「FQ JAPAN」本誌の販売を行っています！

※プレゼントの
受 付は14日
15：30まで。海外・国内親子旅行読者モデル応募＆

豪華プレゼント抽選を受付中!

ハワイ 八ヶ岳

A

B
C

GEAR

国内外の名作＆新作ベビーカーを展示。

国内外のチャイルドシートのほか、
正しい装着方法も展示。

プレパパ・プレママ必見！ 赤ちゃんが生ま
れる前から生まれてすぐに使える、便利な
育児グッズがひとめでわかる企画展。

世界中のベビーカーが一堂に集結！ 出産準備・マタニティコーナー

最新チャイルドシートを触ってチェック！

デザイン、機能、快適性を兼ね備えたベビーカーが、国内外から
約30台集結！ ベビーカーのトレンドをチェックしよう。

日本、欧州など世界中からチャイルドシートが勢ぞろい！ 
注目の最新シートに試乗できます☆

（ブースC、19〜22）
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●プレゼント抽選券は、会場入り口付近のFQコーナーで回収しています。 
●ご飲食の際は、会場内の休憩スペースまたは会場外のベンチ、レストラン
をご利用ください。 ●撮影会コーナー隣にベビーカー駐車スペースがござい
ます。 ●ベビーカーでエスカレーターをご利用の際は、必ずたたんでからお乗
りください。 ●万一、お子様が会場内で迷子になられた場合は、会場入り
口付近の「FQコーナー」スタッフにお知らせください。●購入できる商品とで
きない商品が展示されていますので、お近くのブーススタッフにお尋ねください。 
●当日は、FQ JAPANのカメラマンおよびTV、新聞の撮影をしております。
写り込む場合がございますので、予めご了承ください。 ●会場内では、お子
様から決して目を離さないようお願いします。万が一のケガや事故が発生し
た場合、当社では責任を負いかねます。
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