
女性起業家による商品・サービス 17店舗が集結！女性起業家による商品・サービス 17店舗が集結！

アイディアあふれる商品・
サービスの販売ブースと

多彩なワークショップをご用意 !!

武蔵小山創業支援センターが主催する女性起業家を応援するテスト出店イベン
トです。ぜひお気軽にお越し頂き、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。

入場無料
どなたでも来場OK!
事前予約が
おすすめ！

入場制限について
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感染防止対策を行った上で開催いたします。
入場制限（1日 2回完全入替制）を設けて
おりますので事前予約がおすすめです。
お申込み、詳細はHPをご覧ください。
当日受付も可能です。

土

日

スクエア荏原 １階イベントホール
東京都品川区荏原 4-5-28

アクセス　東急目黒線　武蔵小山駅　徒歩 10分
                       東急池上線　戸越銀座駅　徒歩 10分

開催場所

（最終入場 16:30）

（最終入場 15:30）

協力：PARK COFFEE（PARTNER：東急株式会社）　後援：日本政策金融公庫



お問い合わせ

健康

雑貨

子供・カルチャー

Respirer（レスピレ）

ゆるグルテンフリーで
明るい未来を♪

優れない体調でお悩みの皆さ
ん、『ゆるグルテンフリー』
を始めませんか？食生活の見
直しをサポートします。グル
テンフリースイーツも販売し
ています。

hana~saku( ハナ～サク )

あんこ香るフラワークッキー！
贈りませんか？

グルテンフリー・卵フリー・
天然色素で作る餡フラワー
クッキーやカップケーキ（数
量限定）の美味しさをこの機
会にぜひお試しください♪

Raretart（ラルタート）

今年こそ理想の体に！
歪みフリーの体へ

ふくらはぎオイルリンパト
リートメント 15 分。
むくみ・疲れ・ほっそり見せ
たいなどのお悩みに合わせて
セルフケアポイントもアドバ
イスします。

えほんはともだち

先輩ママも頼った
ロングセラー絵本ショップ

０・１・２歳児さんに向けた
おすすめのロングセラー絵本
を約３０タイトル揃えます。
立読み大歓迎！お子さんと一
緒に楽しんでください。

みんなで一点物制作部

布に絵を描いて
一点物を楽しもう！

布製品に絵を描く事で自分だ
けの一点物を持つ喜びをお伝
えします。細密画からスタン
プまで。ワークショップは小
さいお子様でも使える画材で
描きます。

lilia　りりあ

ポーリッシュポタリーで
いつもの毎日をもっと愉しく

近年日本でも人気上昇中！ハ
ンドメイドの温かみ溢れる
ポーランド陶器を販売いたし
ます。あなたのお気に入りを
みつけにいらしてください。

innoh（インノ）

コーチによるタイプ別診断と
魔法の言葉がけ

コーチによるママのタイプ別
診断と、子育てのお悩み相談
をお受けします。診断結果を
基にあなたにあったヒントと
お子様への声がけをご提案い
たします。

AFRICL（アフリクル）

伝統生地を纏う、
大人のアフリカ服ブランド

一点一点職人さんが手染めし
たバティックで「一生モノの
お洋服」をお届けします。一
期一会の手染め生地との出逢
いをお楽しみください。新作
も初登場！

花風（はなかぜ）

江戸時代から伝わる
伝統工芸ハンドメイド

つまみ細工やリボンや羊毛
フェルトのヘアアクセサリー
を販売中。お色変更可能です。
イベントや普段使い用などさ
まざま取り揃えております。

Fuleru（フレル）

育児疲れ！コロナ疲れ！を
癒しませんか？

スウェーデン発祥の優しく包
み込むハンドケアを体験して
みませんか？看護師が施術し
ます！心地良さに体と心の疲
れが和らぎ、魅了されるかも。

出店ブース一覧

食品



えいごLABO（ラボ）

英語えほんを通じて、親子で
楽しく英語を学びませんか

英語えほんの販売、本イベン
トご参加者さま限定割引の
レッスンチケット販売しま
す。ワークショップも実施
予定です。ご来場お待ちして
おります。

Seventh Heaven
（セブンスヘブン） 

その疲労 ... 脳ケアで
改善できるかも！！

話題の脳洗浄 ® の魅力とお客
様の声をご紹介。天然アロマ
オイルのハンドケアやクリー
ム作りのワークショップも開
催♪癒しのひとときをご体感
ください♡

驚きの統計心理学占術

えっ !? 子供の素質って
誕生日でわかるの？

お子様に響くほめ方・かかわ
り方がわかる―それが「統計
心理学占術」です。誕生日を
もとに、その子の素質にあっ
た声かけのポイントをお伝え
します。

Geometric cacao
 （ジオメトリックカカオ）

グルテンフリー、
ヴィーガンのお菓子

卵、乳製品、小麦粉、白砂糖
不使用のクッキー、プチケー
キなど各種￥ 200～。美容を
気にするお母さんもアレル
ギーのお子さんもみんなで一
緒に楽しめます。

天宮みぜらの星箱占い

あなたの未来に
魔法をかけます

LINE オープンチャットで 3
か月待ちの占い師天宮みぜら
による星箱占い。あなたも家
族も恋人も徹底分析！ポンっ
と星箱に入れて楽しく占っ
ちゃいます。

　温熱＆ほぐし・手花
（しゅか）

肩凝りさん集合！
１５分間の不思議体験。

冷えは万病の元。体温が上が
ると笑顔が増えます。温熱で
波動を整えます。１５分後の
身軽な自分に会いたい方はぜ
ひお越しください。【手話対
応も可能】

tokonoma（トコノマ）

植物とつくる
自分だけのおもてなし空間

ドライフラワーや観葉植物の
販売、ご自宅の一画に植物を
取り入れた空間作りの相談会
を実施します。ぜひお気軽
にご相談くださいませ！

会場でアンケート
とブース投票にご
協力いただいた方
にはプチギフトを
プレゼント！

入場事前予約・出店
ブース詳細はこちら

先輩起業家によるビジネスブース　～人気商品・サービスが再出店！～

Malama（マラマ） RIELE( リエル ) Un Deruno
（アン デルーノ）

はりきゅう・祭 粘土のお菓子屋さん

Instagram
もチェック！当日のリアルタイム情報は

Twitter をクリック！



バレンタインに関する英語えほんを楽しもう

30 分
未就学児

1,100 円
親子 3組　
津山陽子

親子で学ぼう！英語えほん読みきかせ教室

2 日

＊ワークショップ予約は、各出店者までご連絡ください。受付は開始　
5分前より行います。別途、アントレーヌへの入場の手続きが必要です。

子育て、仕事、忙しい毎日を癒す心の寄り道

ワークショップスケジュール

ワークショップ店舗紹介

アイディア
あふれる

ワークショップ
をご用意
しています♪

90 分
20 歳以上
3,300 円
8 名
田中香奈枝

大人のためのほっと一息絵本セラピー

子育て、仕事、忙しい毎日を癒す心の寄り道

大人のためのほっと一息絵本セラピー

100 年先も使える綺麗な体を～ボディメイク術

30 分
20 歳以上
1,000 円
5 名
山田紗依子

姿勢と呼吸と食事で体を整える

一点ものハンカチ作り。お気軽にどうぞ！

30 分
3才～大人まで

500 円
6名

一点物制作ハンカチに絵を描こう＠500 円

グルテンフリー入門講座を開催します！！

30 分
15 歳以上
1,000 円
8 名
今野深雪

グルテンフリーの【き・ほ・ん】

香りと効能で楽しむアロマの魅力を学ぼう！

30 分
中学生以上
500 円
8名
島田浩子

天然アロマを使ったリラックスクリーム作り

頑張りすぎない、無理しない。今を楽しもう

45 分
乳幼児親子
500 円

岸朱実

Maru 母ちゃんの絵本と子育て

初めての方大歓迎‼ぜひご参加ください。

50 分
15 歳以上
1,000 円
8 名
松本智子

初めての伝統工芸 つまみ細工の体験講座

（菓子お土産つき）

親子４組
(各 1名大人・子ども )

※料金はすべて税込みです

お申込み お申込み お申込み

お申込み お申込み お申込み

お申込み お申込み

ご予約は各出店者までご連絡ください。受付は開始 5 分前より行います。密を避けるため、会場は人数を
制限させていただいております。親子イベント以外で保護者の方やお子様などが同伴される場合は、ご予約
時に担当者にその旨お伝えください。ご同伴の人数を規制させていただく場合がございます。

11:00 ～ 12:30　大人のためのほっと一息絵本セラピー
11:00 ～ 11:30　親子で学ぼう！英語えほん読みきかせ教室
12:00 ～ 12:30　グルテンフリーの【き・ほ・ん】
13:30 ～ 14:00　姿勢と呼吸と食事で体を整える
13:30 ～ 14:15　Maru 母ちゃんの絵本と子育て
15:00 ～ 15:30　一点物制作ハンカチに絵を描こう＠500 円
15:00 ～ 15:30　天然アロマを使ったリラックスクリーム作り

10:30 ～ 11:00　姿勢と呼吸と食事で体を整える
10:30 ～ 11:00　天然アロマを使ったリラックスクリーム作り
11:30 ～ 12:00　グルテンフリーの【き・ほ・ん】
12:30 ～ 13:20　初めての伝統工芸 つまみ細工の体験講座
12:30 ～ 14:00　大人のためのほっと一息絵本セラピー
14:00 ～ 14:30　一点物制作ハンカチに絵を描こう＠500 円
15:00 ～ 15:30　親子で学ぼう！英語えほん読みきかせ教室
15:00 ～ 15:45　Maru 母ちゃんの絵本と子育て

1 土

月見もち
( 野口美帆 )


