ろこどると産業博の
コラボグッズの販売

1

2

ろこどるグッズコーナー
普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。の
原作者：小杉光太郎先生の描き下ろしイラストが
描かれたオリジナルグッズを販売。
★魚心くんふれあいタイム
10:00 〜 10:20
12:00 〜 12:45（ステージイベント参加）
14:30 〜 14:50
流山市流山 2-312

04-7158-6111

11

地元野菜を使ったラクレット、アルコール飲料、他

くじらの串カツ、塩麹の鳥唐揚、お茶、缶ビール、
ジュース

流山市江戸川台西 2-296-1

流山市南流山 4-2-13-101

04-7154-8525

一鍼入魂・一灸入魂
本格鍼灸をあなたのもとへ！

さいとう鍼灸院

スズキの車展示 (2台)、軽自動車、普通車各1 台

来場者の方々に日頃の疲れを癒していただきたく 10 分
500 円 のワンコインマッサージを提供すると同時に、施
術中に肩こり・腰痛・膝痛などお身体に関して健康相談をさ
せていただきます。さらに、今回は腰痛改善や便秘対策、ウ
エストがスッキリする「骨盤調整」も 500 円にて提供します。

流山市後平井 112-2

流山市南流山

畳替えは流山市内の
組合加盟店のお店へ

品相得

流山市西初石 2-17-9（加藤畳店）

㈲かごや商店

焼そば、から揚げ、かき氷、たい焼き、飲料水、
生ビール

ロカヴォ商品のみりんマドレーヌ、カレーパンを
探せ、その他（流山本みりん、こぼれ梅使用の商品）

ロールケーキ（２種）、江戸川台チーズ、シュークリー
ム、流山プリン、流山の里（焼き菓子）等、当店で
好評の商品を販売いたします。

流山本みりんをはじめ、果汁たっぷり入った柚子
酒や流山産梅の実で漬けた日本酒仕込みの梅酒の
新酒 28BY が先行発売します。【ろこどる】ラベ
ルもあるよ。

まぜそばの販売

流山市加 1-7-29

流山市西初石 3-12-6

流山市江戸川台西 1-177-2

流山市加 5-1708

流山市南流山 4-10-5

080-9393-5005

耳つぼでオシャレに〜身体改善

相得

15

04-7153-4937
品相得

お肌は一生もの
お手入れ次第で本来の魅力！

16

04-7153-1228

on the coﬀee

04-7158-1151
相得験

新商品「流山どら焼ラスク」好評販売中！
お彼岸中は休まず営業

体質改善しながら結果を必ず出す！
3 ヶ月で -10 ㎏！無料体験にぜひ！

17

18

04-7150-8600

食

ビストロ定番料理とワインも
楽しめるお店。お気軽にどうぞ

10

おーるうぇいず

「ロカヴォ限定のローストチキン」流山のみりんを
かくし味に使ってマリネしたロカヴォ限定のロース
トチキン。流山のみりんをソースで使っているチキ
ン南蛮も人気のメニューです。小皿料理からコース
料理、パーティプランなども用意しております。

焼きそば、たこ焼、生ビール、もつ煮などの販売

流山市加 1-1232-5

19

04-7150-8373
相

良質国産材 70% 以上使用、
「大安心の家」シリーズ

ドコモショップ流山店・おおたかの森店

宅地分譲等のパンフレット、チラシの配布。
ノベルティの配布。宅地分譲無料相談。

耳つぼを聞いた事があってもなかなか１歩が踏み
出せない・・・興味があるけど・・・という方に
耳つぼで色々と身体改善につながることを知って
いただきたいです。

ハンドマッサージ、ヘッドマッサージ、耳つぼジュ
エリー、メイク

ふるさと産品商品・お団子・大福・赤飯等、季節
の和菓子の販売

当店は単に痩せるだけでなく、体質改善、健康を
手に入れながら痩せていくダイエットです。耳つ
ぼの施術体験を無料で行い、ダイエットの悩みを
聞くことを当日限りアドバイスをします。流山の
人々の健康を支えていきます。

ドコモの最新サービス体験（ｄマーケット、ドコ
モ光、新型タブレット）、家族まるごとドコモ相
談会 見積り（無料）をした方にオリジナルグッ
ズプレゼント

自由設計、注文住宅の無料相談を行います。

玩具の販売及び抽選、ボール、人形等のすくい ・
おめん、アクセサリー

流山市流山 2525-1

流山市 大字木 726-2

柏市豊四季 135-73

流山市江戸川台西 1-24-13

流山市南流山 1-15-8

流山市流山 5-22-1

流山市 西初石 5 丁目（B53 街区）

東松山市神明町 1-10-20

04-7157-8355

青森県田子町産 100％にんにくの
健康食品、ホントに良いものです。

24

工芸品を中心に全国の作家作品とアクセサリー
等、小物も多数取り揃えてます。陶器類が中心に
なりますが、他ガラス、木、金工、小絵、ポストカー
ド等、日常使いの食器類が多数出展されます。

流山市向小金 3-179

04-7161-2009

信州道の駅中条の笹おやき

25

アクティオ㈱

04-7197-4519

04-7179-5439

手賀沼産ブランド豚肉を素材とした
美味しい肉料理を提供します。

04-7157-8811

つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅

04-7150-7474

流山市名都借 1119-21

5 4

1

3 2

85 84

83

喫煙コーナー

04-7147-8288

四次元ポケット

04-7157-6050

ショクのアンゼン

27

㈲常盤食品

メニュー例：ポーク丼、タコライス、焼き小籠包、
スイーツ、ワッフル

6
流山市中 110 流山市生涯学習センター

04-7199-8677

26

㈱みでなる千葉営業支店

信州の手作り道の駅中条の笹おやき

04-7154-5517

広島建設㈱セナリオハウス
豚汁 or もつ煮込みの販売。
広島建設㈱セナリオハウスの PR

川越市下広谷 969-1

柏市豊四季 1004

049-233-8963
食

大忠家

本格屋台焼鳥 串炎

串焼きされたお肉の塊をクルクル回しながら焼いてナイフで
そぎ落としたお肉をはさんで食べる中東地域の名物料理。
ケバブ以外にサイドメニューとしてフランクフルトやステー
キ、ハンバーグなども提供します。ドリンク類（ビール類）

銚子きゃべつ入りもつ煮、銚子つみれ汁、フリフリ
ポテト、牛串焼

こだわりのスーパー「クランデール」駐車場で頑張っ
ている焼鳥屋です！オーガニックを使用し１本１本
魂を込めて焼きます。種類は豊富でもちろんタレで
の販売もします。子供から大人まで大満足の焼鳥を
目指します。

やきとり全商品、からあげ、ポテトフライ

松戸市横須賀 1-14-13

流山市富士見台 2-5-4

こだわりのあっさりコク旨和風らーめん

千葉市中央区登戸 3-12-13

柏市内唯一の全工程手作り
甘納豆製造元です。

36

柏市明原 1-7-26

74

04-7140-0073

美味しい品物を安く販売したい。
オモチャ クジ

柏市花野井 714-7

43

47

045-532-4697

野田市野田 792-1 五十嵐ビル１Ｆ

カッパドキア ドネルケバブ
ケバブサンド、おつまみケバブ、ロングポテト、
ミニケバブ

56

090-1215-2942

ちょっとおしゃれをしませんか？
子供から大人まで素敵に仕上げます。

04-7123-1886

炭火焼鳥

48

44

美味しいやきとり・からあげの販売

流山市流山 2-281-1

流山市平和台 2-10-4

04-7159-2253

04-7131-3836

子育て情報誌を無料配布！

美味しい料理を用意して
お待ちしてます。

●ゴミは分別し、所定のゴミ箱へお願
いします。駅前共用広場ですので、キ
レイに使いましょう。

飲食の販売。焼きそば、たこ焼き、から揚げ、
かき氷、串焼。

我孫子市並木 6-5-15

●ケガや体調が悪くなった場合、迷子
のアナウンスが必要な場合は産業博本
部スタッフへお申し付けください。

04-7192-7100

64

ご来場にあたって

●喫煙コーナー以外でのご喫煙はくれ
ぐれもご遠慮ください。お子様もたく
さん来場されるイベントです。マナー
はしっかり守りましょう。

58

6
63

交番

047-711-7355

いいものいっぱい！女性会メンバー
によるセレクトショップです。

04-7159-3123

1

品相

59

流山商工会議所女性会

テント生地で作ったバッグは
軽くて水に強い！
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深谷市小前田 2072

60

048-584-7375

パナソニック耐震住宅工法
「テクノストラクチャー」

61

67

68

流山商工会議所 中部支部

㈲石塚製菓所

新築一戸建て資料とパネル展示

支部会員事業所の PR、ポスターパネルの展示、
重量当てクイズ等で集客

野 田 は お し ょ う ゆ の 街 で す。国 内 産 も ち 米
100% 生地をサラダ油でカラッと揚げ、お醤油
だけで味付けしたシンプルな揚おかき。お米の味
とお醤油の味を味わってほしいと思います。

松戸市西馬橋蔵元町 6

流山市流山 2-312

野田市清水 264

ポラスガーデンヒルズ㈱

77

047-309-5211

初石のサンタさんのおうちです。

㈱モリタ商会

78

04-7158-6111

女性専用の 30 分フィットネスです。
無料体験会実施中

験

カーブス

79

流山商工会議所 商業部会

体力診断体験会※測定内容・脚力・柔軟性・腹筋
の 3 つを行い、アプリでデータを出します。

商業部会事業の PR

流山市西初石 4-1427-28

流山市市野谷字入谷 665-40

流山市流山 2-312

04-7154-9256

04-7158-6116

04-7122-2433

流山商工会議所商業部会の事業を
地元の皆様に知って頂きたくて

エプロン、食器、鉄道グッズの販売

品相

70

呼吸する家「どんぐりの家」

心も体もリフレッシュ！
肩・腰・足スッキリ！簡単マッサージ

相

71

04-7158-1061

流山市登録の耐震診断士による
無料耐震相談会を行います！

食

相

72

0299-84-0208

ながれやまのこだわりの店が集合し
逸品 を研究開発中

鍼灸マッサージ もみ太郎

流山市耐震補強支援センター

ながれやま逸品研究会

珪藻土によるお子様手形プレート、珪藻土のくら
しＥストーン販売、千葉の木の家づくり相談、
ＤＩＹ建材販売

マッサージベット、マッサージチェアーを用いて
当日いらっしゃったお客様へ有料マッサージを
提供します。

木造住宅の耐震相談 流山市の耐震改修助成金の
紹介・流山市耐震診断助成金の紹介

逸品研究会にて、皆で話し合いながら創った各店
のこだわりの商品を展示・販売致します。ぜひ、
今年の「ながれやま逸品研究会」の珠玉の逸品を
見に来て下さい！

流山市流山 5-8-1

流山市江戸川台西 1-51-3

流山市流山 2-312

流山市流山 2-312

㈱グッドリビング

80

04-7150-0007

建設職人の包丁研ぎ、格安で承ります！

流山商工会議所 建設受注センター

流山市流山 2-312

04-7152-9919

相

包丁研ぎ、木のまな板販売、他 住宅相談も
承ります。

04-7158-6111

04-7158-5566

04-7158-6111

81

パパ・ママ集まれ！

情報提供ブース
市民のみなさんに役立つ子育て情報を
お届けします。

82

04-7158-6111

子ども達が自分で選んだ商品を
元気いっぱい販売します！

わくわくキッズマルシェ
チームごとに事前学習で決めた商品を当日販売
します！何を販売するかは当日のお楽しみです。
全チーム完売できるよう元気いっぱい販売します。

83

04-7143-1123

タコス・タコライスのお店です

タコスマイル

ポテト・から揚げ等を調理、販売します。

タコス・タコライス・ナチョス、ポテトフライ、缶ビー
ルなどの販売

横浜市港北区新横浜 2-5-14

東京都板橋区大山東町 28-10

045-594-9951
食

おいしいものを食べて笑顔になろう！

41

03-3691-7100

流山みりんを使っておいしくなった
焼きそばやかき氷食べて下さいね。

食

MARMAR KEBAB

豊ちゃん

トルコ料理ケバブを販売します。4 種類のソースか
らお好みのものを選ぶことができます。日本人好み
の味に仕上げています！

流山みりんを加えた特製ソース焼きそばや流山みり
んを加えた 特製ぼんじり煮込みや流山みりんを加
えた特製生シロップのかき氷等を調理、販売します。
流山にあるアルコール会社のアルコール等もカップ
に入れて販売します。

さいたま市南区内谷 3-1-11

野田市提台 438-58

048-866-8255

04-7158-6111

産業博に来てくれたキャラクターの
ご当地 PR コーナー

ちばキャラご当地物産販売
ちばキャラに参加してくれている地域のご当地
物産の販売並びに PR をする予定です。

一口食べたら笑顔が広がる、
おいしいクレープを販売します。

090-8034-7366

46

焼き立て熱々ジューシーの棒ギョーザ、
是非食べて下さい。

美食倶楽部

自慢のクレープを実演販売します。

おいしい厨華名物【焼き棒ギョーザ】等の販売

我孫子市新木野 3-40-26

さいたま市浦和区元町 2-13-5-302

090-8040-2460
品相得
食

食

手作りのパン、
焼き菓子をぜひご賞味下さい。

54

焼き菓子 - パウンドケーキ（オレンジ、紅茶、ブルー
ベリー、レーズンナッツ、プレーン、抹茶）。クッキー
（アーモンドチョコ、くるみ）。ラスク（黒糖メープ
ルシュガー、シュガー、黒ゴマ、ぺぺロ）菓子パン
惣菜パンや甘いパンなど多くの種類を用意してあり
ます。
04-7154-5188
流山市駒木台 238-1

運気が上がる！！ハンドマッサージ。
運気を上げる！！タロット占い。

63

もっちり美味しい熟成玄米（酵素玄米）
の製造・販売 / 和日庵

55

Beauty Studio 美☆Silent
ハンドマッサージ施術（泥んこパック体験）
タロット占いコーナー
紫外線 UV ケア商品販売
健康茶「ルイボスティ」試飲販売
「フェイシャルトリートメント」の御案内
流山市南流山 1-6-4

㈱プリュデコル

流山市江戸川台西 1-24-1 ２Ｆ

品

64

車買取・販売の
アップル流山あおぞら店

048-884-3021

その場でできるデコアイテム
ヘアゴム・ポーチ・ミラーなど

その場でできるデコアイテム
スコーンの販売

04-7150-0142

得食

ヤマト

茨城県鹿嶋市平井 889-3-101

食

69

62

流山市平和台 3-2-41

04-7179-5111

04-7154-7266

こだわりのせんべい

小袋入せんべいの販売

流山市宮園 1-16-9

66

相

マスク・リハビリシューズ・紙おむつ等の販売

柏市高田 1065-17

国産もち米 100％の生地をカラッ
と揚げしょうゆで味付けしました。

いつも 思いやりの心で

日科ミクロン㈱福祉のニッカ

流山市流山 2-312

マップ
流山市心身障者福祉作業所 さつき園

ダスキン商品の展示・販売、お掃除の無料相談

流山市江戸川台東 4-244-1

34

LUNAJULI Café

53

ダスキン江戸川

興和流通商事㈱

流山市南流山 1-18-3-103

品得食

048-839-1954

超もっちもちのフライドポテトです。
是非一度ご賞味ください！！

㈱フェアネクストイノベーション

45

キレイへの挑戦

㈱グーロクリエイト

流山市加 4-18-15

知って得する会社やお店がいっぱい！
流山商工会議所中部支部

さいたま市南区根岸 1-5-5

33

40

相

52

コープの人気デザートを試食していただきなが
ら、生協 PR をさせていただきます。試食品は、
（ヨーグルト、プリン、アイス）のいずれかとな
ります。全て個包装となっております。またお子
様には風船のプレゼントを行ないます。

テントで作ったトートバック、リュック。テント
生地で作ったレジャーシート

品

コープデリのおいしいデザートは
いかがですか。無料試食できます。

厚切りベーコンステーキ串、ジャンボベーコン入
り焼きそば、生ビール、ホルモン焼、もつ鍋、チョ
コバナナ、フリフリポテト

女性会会員による個店の PR ブース。体験コー
ナー、物販コーナー、フライヤーコーナー、女性
会ひなも飾ります。

新築一戸建を探すなら
ポラスガーデンヒルズにお任せください！！

1

ステージ

生活協同組合コープみらい

病児保育オハナ☆キッズケアの PR、
育児情報雑誌の配布

04-7158-6111

24
25
26
38
39
40

本部

焼肉居酒屋 ピンナ

前髪カット、眉カット・編み込み・ジェルネイル
フェイスペイントをお祭り価格で提供します。
お気軽にお立ち寄りください。

04-7189-8653

65
72

18

6
71

13

12

食

厚切りベーコンステーキ串を
豪快にお召し上がり下さい

木＋鉄で建てる、第三の工法。パナソニック耐震
住宅工法「テクノストラクチャー」の 2 階建て
構造体を展示いたします。この第三の工法を体験
していただけるように、ミニチュアテクノ組立体
験を行います。お子様全員に風船の無料配布。

04-7158-5775
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26

ＤＯＡＸ㈱

病児保育 オハナ☆キッズケア

ヘア･ステージ･スキル

松戸市新松戸 4-32-1

じっくりコトコト煮込んだ
本格手作りカレー！

特撰近江牛カレーを始め他８種類カレー、アラビ
キバジルソーセージ、かき氷、ソフトドリンク、
ビール

本場トルコのオリジナルケバブと
自社製造の多種類のびーるアイス

49

炭火焼鳥

57

04-7144-8117

た
おお

04-7153-4164

流山ボンベイ

鳥 清

トルコケバブとのびーるアイスの販売

柏鳥一番

柏市布施 147

39

38

オスマンル

和風醤油らーめん、チャーシュー丼（パック売り）、
杏仁プリン、フランクフルト、豚まん

おいしいケバブをみんなに
食べてもらいたい

川口市道合 120-1

柏市明原 3-21-27

047-3708-1194

食

当店人気の「もっチリーズ」の
販売と飲食の販売です！！

柏の一店逸品に選ばれた当店人気商品「もっチ
リーズ」（チーズケーキ）の試食・販売と当店の
カフェスペースで大好評な「フランクドッグ」
「フランク」の販売をします。

中華料理コバ

焼きそば、オムそば、タン串焼き、カルビ焼、
焼ホタテ、サザエ焼、オモチャ、クジ

横浜市都筑区川和町 2294-6

04-7133-3616

野田の醤油の町から来た中華料理コバです。
和風醤油らーめんです。

( 有 ) 三友企画

0479-22-3091

フランス菓子ルメール

揚げ物（フライドポテト、ハッシュポテト、から揚げ、
さつまポテト等）と肉団子、ロースカツドック、
甘納豆の試食販売

らーめんの販売

銚子市陣屋町 6-1

37

花の井製菓

『夢館』和風らーめん専門店

42

043-375-8737

肉のセキタ

駅

森
かの

改札

年間 650 棟の実績！住まいのこと
なら広島建設セナリオハウスへ

82

35

04-7107-3558

32

0493-39-3799

食品：やまいもたこ焼き、もつ煮。
一般：スーパーボールすくい、ビニール玩具、お面

81

柏市あけぼの 4-3-16-1103

31

焼きたて、
揚げたてを食べてください。

ケバブピタ

Kene s Diner
台湾の屋台メニューを中心に季節に対応した
デザートまで幅広く販売致します。

30

こだわりの食材を使用し、
子供から大人まで満足させます。

8

29

三代にわたり作り続けている
もつ煮込み！

10 9

28

いろいろなおもちゃあるよ！

20

タマホーム㈱

04-7178-8882

耳つぼダイエットサロン stella mum

ニンニクの健康食品の展示販売。青森県田子町産
「たっこにんにく®」を100％使用、独自の低温熟
成により「Ｓ−アリルシステイン」の含有量を格
段に引き上げることに成功しました。国の農商工
連携事業にも採択されました。その商品の名は「琥
珀にんにく」産地から心を込めて贈ります。

未だに人気が絶えないドネルケバブ
美味しいケバブを提供します

流山市 南流山 8-6-2

和菓子司 藤屋

11

台湾の屋台メニューを中心に季節に
対応したデザートなど販売します。

アットホームなほっこり居酒屋

ビストロ ミナミンカゼ

相

ドコモの最新サービスを体験！！
イベント参加でグッズプレゼント！！

験 …… 体験コーナーあり

エステサロン あんじゅ

23

04-7157-8144

9

8

食 …… 試食あり

耳つぼサロン つぼやん

㈱南柏リビング

流山市加 4-1693-2

飲んでおいしい本みりん！

7

得 …… お得なクーポンあり

7

04-7152-3718

090-7731-3128

お土産・お祝い・お茶の時間、皆様の美味
しい笑顔が広がるケーキあります。

マロン洋菓子店

14

ギャラリーよし

千葉県畳業組合柏支部
畳替えの相談、見本の展示、畳小物の販売、ゴザ
の販売、いぐさの配布予定

南流山にて宅地分譲中！
JR・TX2 線利用可、徒歩圏内

千葉県住宅供給公社

暮らしを遊ぶ工芸をＧＡＬＬＥＲＹ
ＹＯＳＨＩが発信申し上げます。

22

04-7159-8669

6

小倉ベーカリー

品相

13

国産食材ブレンドソース入りやきそば

食

ぱん夫が作ってぱん子が売る。
昔ながらの街のぱん屋さん

5

主水 café

品相得

㈲宮田モータース

21

4

くじら屋 大樹

12

04-7158-1810

くじらの食文化の啓発活動

3

食遊館あ･う･ん

品

小さなクルマ、大きな未来。

食

愉快な店長があなたをお・も・て・な・し！

相 …… 無料相談コーナーあり

そ
の
他

※出展者、主催者の都合により、内容が変更になる場合もございます。予めご了承ください。 ※各ブースの出展内容につきましては、出展者へ直接お問い合わせください。
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食

あきんど広場 出展リスト

品 …… 粗品・ノベルティーの配布あり

ネックレス

04-7103-2533

ほんもの実感！選ぶで変わる。
くらしづくりアクション

65

和日庵

アップル流山あおぞら店

生活協同組合 パルシステム千葉

玄米、塩、小豆を圧力鍋で炊き上げ、高温で 3 日間
寝かせた「もち熱玄米（酵素玄米）」のお弁当を販
売します。和日庵の「もち熱玄米」はその名の通り
もっちりと熟成され、玄米とは思えない食べやすさ
が自慢です。今回は店頭でも一番人気の「鶏肉のハ
ンバーグ炒め」との組み合わせで提供します。
047-710-0537
松戸市大金平 3-177

展示車に落書き・事故車の見分け方アドバイス
サービスクーポン配布

パルシステム商品 ヨヨーグルトやプリンなどを
来場された方々に無料にて試食していただきま
す。合わせて生協パルシステムのＰＲ活動を行な
い、ご加入して下さる方をつのります。

流山市加 1-1581-1

柏市若柴 330

73

トントンランドは木のある
暮らしを提案します。

75

0120-703-903

ピザーラのチーズは安心安全な
ナチュラルチーズを使用しています。

76

0120-868-014

プレミアムイオン歯ブラシ
KISS YOU＠で「歯みがき革命」

ピザーラ流山店

フクバデンタル㈱

木工品の販売（巣箱、プランター、小物類）
カントリー雑貨の販売

ピザ、ピース売り、L サイズを 8カットピザーラ
ローステッドポテト 9 本入り

KISS YOU @ の販売を中心とした歯周病ケアの
説 明 を 実 施。毎 年、「こ の 時 を 楽 し み に 購 入 す
る！！」という方が多数で、ブースは盛況頂いて
おります。

流山市駒木台 325-1

流山市西初石 3-1448-15

流山市名都借 914-1

流山トントンランド

84

04-7155-0296

相馬逸品にも認定されている自慢の
商品、是非ご試食ください。

食

85

04-7153-7300

感謝の気持ちで、相馬の安心、
安全を伝え、相馬に来てほしいです。

食

相馬商工会議所（岡田海苔店）

相馬商工会議所（㈲海鮮フーズ）

焼き海苔、味付海苔、ワカメ、少女子、しらす干し、
佃煮（ちりめん山椒）、早煮昆布、青のり、味付
けもみのり、焼きざみのり

あんこうのから揚げ、イカの唐揚げ、鶏・塩麹漬け
の唐揚げ、ホタテ串揚げ、イカ飯※実演販売品は全
て弊社で油調理などの一次処理して現場で仕上げ調
理（加熱）して、フードパックに取り分けて販売する。
物販については包装された商品とし、保冷 BOX 又
はスチロール箱などで販売することとする。

相馬市中村字川原町 39

0244-36-3397

相馬市富沢字松道 202-1

0244-35-2663

04-7145-3516

工業部会とパナソニック
キッズスクールの共催です！

流山商工会議所工業部会

"「ハイブリットカーのしくみを学ぼう！」親子
体験。今回は Panasonic Kids School の協力
のもと、無料で開催されます。ぜひ、親子でもの
づくりの楽しさを知ってみませんか？
【受付】10：00【費用】無料【対象】小学生
( 保護者同伴）※事前受付終了
流山市流山 2-312

04-7158-6111

