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【ママフェスタバンド特典 一覧表】
小田億ファインズ
リトル・ニュートン学園
マネーバランスクリニック

先着１００名 育児教材プレゼント
家計相談無料
お子さま30名にキャンディー袋詰めプレゼント
アニマルテープを30名にプレゼント
SmileLip’s
雑貨購入またはボディジュエリー体験の方雑貨プレゼント（数量限定）
お子さま連れのママへ駄菓子プレゼント（数量限定）
Kids Duo 横川校
バルーンアートプレゼント、もしくはおもちゃプレゼント
iriebijou(アイリービジュー)
\1500以上お買い上げの方先着15名様にピアスまたはミサンガプレゼント
株式会社 やまだ屋
お買い上げの方、先着20名様に缶もみじ（売価\500）プレゼント
まいぷれ編集部
「まいぷれ」会員登録してくれた人先着50様粗品プレゼント
ナチュラルインテリア専門店 ミヤカグ ママフェスタ当日学習机ご予約の方５％オフ
足もみ＆首肩ほぐし＆ｵｰﾗｿｰﾏ＆ﾀﾛｯﾄのへや 先着10名、バースデイボトルリーディング無料
健美処ねこの手
先着各20名、小顔リフトアップ体験\100を無料、骨盤矯正体験\1000を無料
たもぎ茸矢野栽培所
先着10名 たもぎ茸60g\300を\100引き
ミラクルアロマ☆癒し隊
通常\1000のマッサージ（ヘッドかハンド）先着10名無料
シャイニングジャパン
先着10名様に旧暦誕生石プレゼント
住まいるカンパニー
先着５名さまに嫁さん手作り石けんのプレゼント！
ひろしまの似顔絵アーティスト \1500色紙ご購入の方、先着10名様、額プレゼント
ハンドマッサージ先着１００名様に、その場でサンプルプレゼント
(株)ポーラ

当日お試しエステのご予約で"ベストコスメ受賞"のスキンケア品ミニセットをプレゼント

マインドブロックバスター
小麦畑
美宮365°広島店
中国税理士会
法テラス
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カーネリアン
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AZLinks
OneLeaf
ワールド・ファ ミリー(株)
ゆい助産院
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アンケートご記入の方、オダオくんやオダオくんグッズ、ハンディミストなどが当たる空クジなし大抽選会

１セッション・・・１５分 \500
先着50名お買い上げの方にミニソーププレゼント
コスメお買い上げの方 韓国パックプレゼント
税理士による無料相談
弁護士無料相談
レイキヒーリング１５分\1000を半額
占い１５分\1000を半額
先着２０名にヒマラヤ岩塩バスソルト５０グラムをプレゼント
プロカメラマンによる親子写真撮影データを携帯に無料で転送
手指と手の甲脱毛、通常\2000を無料
お子さんの手形(ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｷｬﾗｸﾀｰ台紙) 先着30名にプレゼント
\3000以上お買上げのかたへ、ゆい助産院の割引チケット\300プレゼント(有効期限は1ヶ月)

先着30名ハンドエステ体験の方パックサンプルプレゼント
フェイシャルセルフエステ体験の方には無料ポイントメイクサービス
ビューティサポー（株）
先着200名にソープサンプルプレゼント、スキャナーで肌チェック無料
ヘルシー耳つぼダイエット
耳つぼ１点貼り\500を無料
ソニー生命保険
風船プレゼント
子供の性格、独立開業運、どちらか１０分午前中無料、その他なんでも千円より
ヘアメイク＆占い＆筆跡ｶｳﾝｾ 生年月日＋姓名判断 子供の性格又は、独立開業運鑑定 午前中１０分無料
ﾘﾝｸﾞ＆オーラソーマ＆親のあ 筆跡で見るお金の溜まる人？溜まらない人？ プチ鑑定５分無料
り方相談
コンプレックスカバー ヘア＆メイクアドバイス １０分無料
オーラソーマコンサルテーション 先着10名様 30分\2000
お買い上げ\1000以上の先着50名さまに「幻のラムネ」
coco*tto
後日お店で使える「zakka10％offチケット」を先着100名さまにプレゼント
アトリエ葵花
\1000のワークショップ体験をされた先着20名様スプーンプレゼント
ｆｕｎ２
\1000以上お買い上げ、先着10名チャームプレゼント
coro＊n＆b-nap
\1000以上お買い上げ10名様にヘアピンプレゼント
michi・mari・mayの1day shop \1500以上お買い上げの方にストラップかブレスレットプレゼント
Atelier a*k
\1500以上購入のお客様先着５名様にピルケースをプレゼント
＊Rian ＊

協賛 塩屋天然温泉ほの湯楽々園 花王（株） カルビー（株） 広島ガス（株） （株）リシュラ ORTOLANO（オルトラーノ） （株）フリースタイル
後援 中国新聞社 株式会社ザメディアジョン 特定非営利活動法人 Ｉ ＰＲＡＹ 広島市青少年支援メンター制度交流行事実行委員会 日本司法支援センター
協力 第26回全国菓子大博覧会・広島 実行委員会 株式会社くうねあ 福々庵 合同会社ライフアークス 安芸戦士メープルカイザー製作委員会

主催 ～広島発！ママの笑顔から日本を元気に！～ ママフェスタ2012 in 広島 実行委員会
〒730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3-11ソアラビジネスポート ボイスカラー内 TEL082-924-8905 event@voicecolor.jp
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空コロ雑貨店
「スマイルキッズへ プレゼント券」 100枚
広島呉ゆるリラはんぐる教室 韓国のりをプレゼント（先着50名様）
ベランダガーデン
「ぷちばたけ」\1480（送料含）を象さんジョーロ付で\980にて販売
当日受付で、年賀状30%OFF
バンド購入者で後日お電話、メールいただいた方は、15%OFF
合同会社スモール・ワン
当日、名入れカレンダー、年賀状、その他印刷の合計金額\20000（割引後）ご購入（正式予約）で、黒水牛認印プレゼント！
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Ｓｔｕｄｉｏ Ｙ
株式会社マエダハウジング
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サンタプロジェクト広島会

スタイリッシュフォンモバイルの無料
入会金 5250円を半額2625円 バンド購入者 貸スタジオ 当日予約30％off 後日予約20％off

抽選で粗品プレゼント
プロによるメイク直し無料
占い15分\1000が半額
美点マッサージ\1500 → \500
ヘッドマッサージ\1500 → \500
リフレクソロジー\2500 → \1000
爪の甘皮処理かファイリング（爪の形を整える）とネイルケア方法アドバイス無料サービス（先着5名様まで）
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ヘア＆エステかみゅ
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mahalu
ともだちのいし
アトリエグロウス

ブース来場者にもれなく、手作り小物プレゼント（数に限りがあります）
ブース来場者にもれなく、次回ネイルの割引チケットプレゼント
『泡なしオイル石鹸』お買い上げの方に、ヘア＆エステかみゅでのヘッドスパ割引券プレゼント

Merci&itsuka

カードリーディング30分\1500を\1000
先着20名様\1000以上お買い上げの方、しゅっと一吹きで波動を変え てくれるフラワーエッセンスウォータープレゼント

クリスマスプリザーブドフラワーminiアレンジ体験レッスン\1360を\1050先着30名様
ジェルネイルレッスン \2500 → \2000
ジェルネイルアート付き \3500 → \3000
お肌診断した方先着40名限定でフラワーエッセンスマスクシートプレゼント
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株式会社 シーボン
日本タッパーウェア株式会社 アンケートにお答えいただいた方、先着50名様に、タッパーウェアサ―ビングカップをプレゼント！
キッズクッキング教室（無料～\500）へ参加ご予約を頂いた方全員に、パーソナルタンブラー引換券をプレゼント！
あゆみホームパーティズ
お好きな福まんじゅう １個プレゼント
シフォンケーキ￥800→￥600に
クリスマスリース￥500引き
フラワーセラピー割引券進呈
福々庵
ボディジュエリーイベント価格より３割引き
ルイボスティ１杯分プレゼント
マッサージ￥200引き
通常15分\500のリフレクソロジー、ヘッドセラピー、ハワイアンマッサージのいずれか施術5分延長、先着10名半額
ＬauＬau（ラウラウ）
live・colors
親子でできるカラーセラピー体験先着５名\1000を半額
w☆you
先着7名様パワーストーンストラッププレゼント
心理性格テストプレゼント(分析結果付き)先着50名様
ピース広島メンタルヘルス協会
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子育てサロンｋirara
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ウサギヤ
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ラッキーナンバーくじ引きにて当選者10名様にスプーン曲げか耳つぼ貼るピアス無料体験

ベビー＆キッズマッサージ体験\200割引
ハンドマッサージ料金から\200割引
先着１０名様にお菓子のお土産つき
革の小物に取り付けるチャーム（\100）１個無料（数量限定）
子供用机と椅子の送料・梱包料金を無料

luminare nino ﾙﾐﾅｰﾚ ﾆｰﾉ \1000以上お買い上げで、先着20名様にプチピアス(パールや天然石の一粒ピアス)プレゼント
アトリエ ルミナ
\1500以上ご購入の方、先着15名様にスワロフスキープチネックレスプレゼント
Salon De Saphir
香り袋2個サービス！もしくは、神様カードリーディング30分無料
アドーア
親子で占い\1000を半額、タイ式古式マッサージ\1000を半額
マインドメンテナンススタジオ花美月 脳の心のリフレッシュ ～ゆるゆるタッチと間脳活性ヘッドセラピー～ 無料
詩人
がく付きで\3000を先着30名様\2500
元気屋ＨＩＲＯ
先着50名様 フェイスマスクシート2枚プレゼント
絵本と子育て情報のフリーペー
パーココフィレと虹色つむぎ

心温まるココフィレイラストポストカード一枚プレゼント

抽選はイベント当日14時から行います。当選された方は、この控えを受付までお持ちください。番号が確認
できないものは無効です。12／16～12／30まで「ママフェスタ2012in広島」ホームページで当選番号を発表し
ますので、当選された方は12／30までに事務局までご連絡ください。連絡先 ママフェスタ事務局082（924）8905

