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女性起業家たちのこだわりショップで
　　新しい発見をしてみませんか?
女性起業家たちのこだわりショップで
　　新しい発見をしてみませんか?
女性起業家たちのこだわりショップで
　　新しい発見をしてみませんか?
女性起業家たちのこだわりショップで
　　新しい発見をしてみませんか?

★各ショップの詳細は裏面をご覧ください☆

in 品川in 品川in 品川in 品川

品川区立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イベントです。 
女性起業家のタマゴたちが手作り商品やサービスを 2日間限定で出展します。 
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。

http://www.musashikoyama-sc.jp/ 武蔵小山創業支援センター

2018年 1月 20日 (土 )・ 21日 (日 )

1 月 20 日 ( 土 )10:00~17:30 ( 入場は 16:30 まで )
1 月 21 日 ( 日 )10:00~16:00 ( 入場は 15:00 まで )
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
★最寄駅　電車：
　　　　　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
　　　　　バス：
東急バス　五反田駅西口 8番乗り場　
　　　　　「世田谷区民会館」行き　
　　　　　「平塚橋」下車徒歩 5分
　　　　　※ご来場には公共交通機関をご利用ください。

ステージイベント情報

ワークショップ情報

来場自由

皆さんの投票で決まる！
「お客様イチオシ賞」

を決定します !!

1 月 20日（土）10:30 ～ 10:45「魂で歌うロックステージ 2018」　ＡＮＧＥＬ　ＲＯＣＫ　ＪＵＮ　
1月 20日（土）12:30 ～ 13:00「女性起業家リアルストーリー～発明家起業家女子の生態に迫る！～」
                                               ママのアイディア工房株式会社 鈴木未夏子 /ホルドナマーケット 和田美香 /ＳＥＬＤＹ 阿知波紗弓
1月 20日（土）14:00 ～ 14:30「冷えない元気な身体はつくれる！誰でもカンタン実践、正常分子栄養学を学ぼう」温熱サロンDan・warm檀﨑真喜
1月 20日（土）15:10 ～ 15:40「親子で楽しめる！楽器オルゴール演奏」ＥＭＩ－ＭＵＳＩＣ　ＢＯＸ　秀島えみ
1月 21日（日）10:30 ～ 11:00「冷えない元気な身体はつくれる！誰でもカンタン実践、正常分子栄養学を学ぼう」温熱サロンDan・warm檀﨑真喜
1月 21日（日）13:30 ～ 13:45「魂で歌うロックステージ 2018」　ＡＮＧＥＬ　ＲＯＣＫ　ＪＵＮ　

1月 20日（土）11:30 ～ 12:00　SELDY 阿知波紗弓「ランドセルやレッスンバッグに最適！ホイッスルチャーム作り＆護身マナーミニ講座」
1月 20日（土）13:30 ～ 14:00　モヤモヤバスター　ＴＯＵＫＯ　「早期教育」は誰のもの？新米ママ座談会
1月 20日（土）14:30 ～ 15:00　自由が丘コーチング倶楽部　尾澤まりこ「2018年あなたの夢を叶えるセルフコーチング」　
1月 21日（日）11:30 ～ 12:00　モヤモヤバスター　ＴＯＵＫＯ　「早期教育」は誰のもの？新米ママ座談会
1月 21日（日）12:30 ～ 13:00　自由が丘コーチング倶楽部　尾澤まりこ「2018年あなたの夢を叶えるセルフコーチング」　
1月 21日（日）14:00 ～ 14:30　SELDY 阿知波紗弓「ランドセルやレッスンバッグに最適！ホイッスルチャーム作り＆護身マナーミニ講座」　

品川区立武蔵小山創業支援センターは、品川区より受託した民間企業（エキスパート・リンク株式会社）が運営しています。
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事前申し込みはWebサイトから
インターネットでのお申し込みが難しい方は
TEL:03-5749-4540までお問い合わせください　

http://www.musashikoyama-sc.jp
検索武蔵小山創業支援センター

品川区立武蔵小山創業支援センターでは、ユーザーの登録者を募集しています（無料）。ご登録いただきますと簡単にセミナー・交流会のお申し込み、
メール相談・面談相談のお申し込みができるほか、さまざまなサービスをご利用いただけます。ご登録はホームページよりお願いいたします。

①まずはユーザー登録
ユーザー登録をしていただくと、
イベント・セミナーの申込み以外
にも、専門アドバイザーによる無料
ネット相談、無料面談相談をご利用
いただけます。

②ログイン
ID・パスワードを
入力し、ログイン
してください。

③セミナー・交流会
カレンダーにてご希望
の開催日のセミナーを
お選びください

品川区立武蔵小山創業支援センター
〒142-0062 東京都品川区小山3-27-5(キッズ＆ビズ武蔵小山内）
TEL&FAX：03-5749-4540
E-mail:info@musashikoyama-sc.jp
URL:http://www.musashikoyama-sc.jp/

セミナー申込み方法 お問合せ

①リーズナブルな受講料
　（実費負担のみ）
②講師は現場のプロ第一線
　で活躍されている方ばかり。
③毎セミナー後、プチ交流タイム
　あり。人脈作りを支援します。
④セミナー簡単申込み。マイページ
　より、受講履歴の確認もOK。
⑤セミナー終了後もきめ細やかな
　フォローを行います。

セミナーの特徴
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整形外科

三井住友銀行三井住友銀行
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至目黒通り至目黒通りAccess

※当センターには駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用ください。 

品川区立武蔵小山創業支援センターは、品川区より受託した民間企業（エキスパート・リンク株式会社）が運営しています。

アントレーヌとは「女性起業家」を意味する品川区立武蔵小山創業支援センターの造語です。

アントレーヌでワクワク体験をしてみよう！！アントレーヌでワクワク体験をしてみよう！！

Cheeky Naughty
ヨーロッパから仕入れた女の子
のためのヨーロッパならではの
デザインのお洋服をお手頃価格
で販売！

Etsuko アイディア工房
婦人発明家協会で「なるほど賞」
をとった商品重ね着した下着の袖
が上がるのを簡単に解消します！

花匠（かしょう）
日本古来の伝統ある水引を使った
モダンなアクセサリーなどを販売

SELDY（セルディ）
女性向け防犯＆防災グッズの販売
ホイッスルチャームのワークショップ

サラーサ合同会社
北アフリカの国チュニジア共和国
の布製品や銀のアクセサリー販売

温熱サロンDan・warm
冷えた血液を温める温熱療法の
体験と正常分子栄養学を学ぶ
セミナー

being　with　all
冷えとり妊活本舗 
愛媛県今治産のオーガニックコットン
パイルを使った布ナプキンの販売

勾玉セラピー　麻紡ぎ校
マイナスイオンを発生する勾玉
のオルゴナイトの販売　
勾玉セラピープチ体験

自由が丘コーチング倶楽部
利き脳コーチングと目標達成の
ワークショップ

モヤモヤバスター
子育て中のママのモヤモヤを
プチ相談に乗ります
早期教育のワークショップ

癒しのヨガ
「龍村式指ヨガハンドヒーリング」
で脳と体をリラックス「びわ葉温
灸」で体の内側から暖まる施術を
行います

たまてばこ handmade
西陣織の帯を使用したバッグや
小物、アクセサリーの販売

ＡＮＧＥＬ　ＲＯＣＫ　ＪＵＮ
ＣＤ販売とロック魂世界のステージ

 女性起業家の演奏ステージ、学べるセミナーなどイベントが盛りだくさん !!
 親子で楽しめる楽しいイベントです !!

ご家族・ご友人を
連れて、ぜひ
お越しください !

飲食ブースもご用意 !!
地元のおいしくて
魅力的なお店が勢ぞろい !

ファッション・雑貨

相談 歌

健康・美容


