
羽ばたけ！アントレーヌ Vol.11 in 品川の開催について 

武蔵小山創業支援センター事業の一環として、手作り商品・物販・サービスでの起

業を目指している女性・起業して間もない女性に対し、テストマーケティングの機会

を提供し、確かな起業への第一歩をサポートする。 

＊アントレーヌ・・「女性起業家」を意味する武蔵小山創業支援センターの造語 

１ 開催日時・会場 

 令和２年１月１８日（土）午前１０時～午後５時（入場は４時３０分まで) 

       １９日（日）午前１０時～午後４時（入場は３時３０分まで) 

 スクエア荏原 イベントホール (荏原４－５－２８) 

２ 出店内容 

ハンドメイドイヤリング、パーティーグッズ、エシカル雑貨、歯固めジュエリー、

天然アロマスプレーワークショップ、親子向けテーブル茶道教室 など２０ブース 

３ その他 

２日間の出店中に審査員による審査を実施し、グランプリ、準優勝、３位を決定

するほか、来場者による投票で、お客様イチオシ賞１名を選出する。 

上位３位までは２月２３日(日)に品川産業支援交流施設(ＳＨＩＰ)で開催する

「第９回ウーマンズビジネスグランプリ」の会場前ロビーにおいて記念出展し、事

業ＰＲを行う。 

また、今年度はシナモロールステージも実施することで、さらなる集客を図る。 

※昨年度（平成３０年度）の来場者数 

  ・２日間合計：８４２名（子ども２９９名） 

    １日目（平成３１年１月１９日(土)）：３８９名（子ども１２９名） 

    ２日目（平成３１年１月２０日(日)）：４５３名（子ども１７０名） 

４ 経 費 

 ￥８００，０００－  

区 民 委 員 会 資 料

令 和 元 年 １ ２ 月 ３ 日

地域振興部商業・ものづくり課



in 品川 vol.11in 品川 vol.11
土 日

1 月 18 日（土）10:00~17:00( 入場 16:30 まで）
1月 19 日（日）10:00~16:00( 入場 15:30 まで）

◆入場無料◆ どなたでも自由に来場いただけます
◆ 会 場 ◆ スクエア荏原イベントホール

女性起業家によるエンターテイメントステージ、
体験コーナーなどが盛りだくさん！親子で楽しめ
るイベントです。地元武蔵小山の名店等から飲
食ブースの出店も多数！暖かい会場でランチや
オヤツを召し上がりながらお過ごし頂けます。　

主催：品川区立武蔵小山創業支援センター MUSAKO HOUSE
URL: http://www.musashikoyama-sc.jp

主催：品川区立武蔵小山創業支援センター MUSAKO HOUSE
URL: http://www.musashikoyama-sc.jp
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シナモロールのステージ詳細は
裏面をご覧ください

各ショップの詳細はホームページをご覧ください。

with 抹茶with 抹茶with 抹茶with 抹茶
お抹茶と和菓子でホッと
ひと息。テーブルでの気
軽なお茶席。

Smileys TableSmileys Table
家族みんなで笑顔の朝食
を！小麦粉・白砂糖不使
用で、体に優しいグラ
ノーラを販売。

( 一社 )五感脳トレーニング協会(一社 )五感脳トレーニング協会
６ヵ月～６歳向けの IQ
検査や、アメリカン教育
の知能ゲーム体験会を実
施します！

天然のアロマを使用スプ
レー作り、アロマストー
ン販売、カラーセラピー、
ハンドマッサージ。

自分らしさを見つけるカ
ウンセリングと、気持ち
が楽になるマインドフル
ネス瞑想体験会。

気軽に受けられるワンコ
イン占いで、もやもや気
分がすっきり！笑顔にな
ります。

「お片づけ相談＋自分や
家族の脳のクセを使った
楽に片づく方法ミニワー
ク」親子もOK。

毎日充実していますか？
本当のあなたに気付く質
問を投げかけます。

10 分でシワがふっくら
目元シートと 5分の耳つ
ぼストレッチで体ポカポ
カリフトアップを体感！

人と環境に優しい暮らし
を提案する雑貨店。ミツ
ロウラップのワーク
ショップもあり！

ハーバルセラピスト監修 
オリジナルブレンドの
ハーバルティーを限定販
売します！

エコ先進国のニュージー
ランドで買い付けた環境
にやさしいおしゃれな生
活雑貨を販売。

歯固めジュエリー、歯固
めネックレスなどの雑
貨、ハーバリウム雑貨の
製作販売。

小さなビーズでお花をモ
チーフに編み込んだアク
セサリーを販売いたしま
す。

痛くなりにくいイヤリン
グ金具を使用したハンド
メイドアクセサリー
ショップです。

花材を豊富に使い 360°
美しいプリザーブドフラ
ワー・アーティフィシャ
ルフラワーなどを販売。

目で見て美味しい！粘土
で作製したお菓子を販
売。ワークショップも開
催します。

究極の祝賀芸「松づく
し」が、誰でも簡単に
できるセットを販売し
ます。

入園・入学時用のスクー
ル用品 ( 手提げ、巾着、
ランチョンマットなど )
の販売を行います。

Smileys TableSmileys Table ( 一社 )五感脳トレーニング協会(一社 )五感脳トレーニング協会

ナチュラルブリーズ カウンセリングオフィス・フォレスト 笑顔になれる占いたまごナチュラルブリーズ カウンセリングオフィス・フォレスト 笑顔になれる占いたまごナチュラルブリーズ カウンセリングオフィス・フォレスト 笑顔になれる占いたまごナチュラルブリーズ カウンセリングオフィス・フォレスト 笑顔になれる占いたまご

＋irodori＋irodori 自分発見コーチング 【即効！】美活・耳温活　オレイユ自分発見コーチング 【即効！】美活・耳温活　オレイユ＋irodori＋irodori 自分発見コーチング 【即効！】美活・耳温活　オレイユ自分発見コーチング 【即効！】美活・耳温活　オレイユ

LAERSTERENN ハーバル堂（Herbal Hall）LAERSTERENN ハーバル堂（Herbal Hall）LAERSTERENN ハーバル堂（Herbal Hall）LAERSTERENN ハーバル堂（Herbal Hall）

tobira.（トビラ） mo flowemy（フレミー）tobira.（トビラ） mo flowemy（フレミー）tobira.（トビラ） mo flowemy（フレミー）tobira.（トビラ） mo flowemy（フレミー）

RIELE( リエル ) TOKYO Lotus Flower 粘土のお菓子屋さんRIELE( リエル ) TOKYO Lotus Flower 粘土のお菓子屋さんRIELE( リエル ) TOKYO Lotus Flower 粘土のお菓子屋さんRIELE( リエル ) TOKYO Lotus Flower 粘土のお菓子屋さん

ロブスター夫人のパーティーグッズロブスター夫人のパーティーグッズ miyu miyu BEAU（ボゥ）miyu miyu BEAU（ボゥ）ロブスター夫人のパーティーグッズロブスター夫人のパーティーグッズ miyu miyu BEAU（ボゥ）miyu miyu BEAU（ボゥ）
「隠す」から「魅せる」あ
なたへ。帽子をかぶるよ
うにおしゃれを楽しむヘ
アヘアターバンの販売。



  　
Mail：info@musashikoyama-sc.jp

TEL・FAX： 03-5749-4540
平日 9:00 ～ 21:00　土・祝 9:00 ～ 18:00

休館日 日曜日・年末年始
＊アントレーヌ当日は臨時休館日になります

1 月 18日　13:00-13:30　19日　14:00-14:30　日々のお買い物で変えられる！地球温暖化へのアクション　コレクティブ・アクション

1月 18日　15:30-16:00　19日　12:00-12:30　暮らしをもっと楽に楽しく！～がんばらない片付けの仕組み～　＋irodori

in 品川 vol.11in 品川 vol.11
土

日

10:00~17:00
( 入場16:30まで）
10:00~16:00
( 入場15:30まで）

「羽ばたけ！★アントレーヌ」とは？
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。

1月 18日　11:15-11:25   14:45-14:55　
1月 19日　11:30-11:40   15:00-15:10　

東京都品川区荏原 4-5-28
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　
　　
　　　※ご来場には公共交通機関をご利用ください。

 お問合せ

◆会場◆スクエア荏原 1 階イベントホール

1 月 18日（土）

1月 18日　11:10-11:40　
1月 19日　14:30-15:00

1 月 18日　11:55-12:25　
1月 19日　13:45-14:15

1 月 18日　12:45-13:15　
1月 19日　15:30-16:00

1 月 18日　13:30-14:00　
1月 19日　11:15-11:45

1 月 18日　14:40-15:10　
1月 19日　10:15-10:45

1 月 18日　15:30-16:00　
1月 19日　12:45-13:15

1 月 18日　16:15-16:45　
1月 19日　12:00-12:30

今、話題の固まるハーバリウム体験♥お子様でも簡単に出来ちゃいます　TOKYO  Lotus Flower

ママと３歳のお子さんから始められるテーブル茶道体験 　with 抹茶

アメリカのペイントで心理状態を解明！「アートセラピー」　(一社 ) 五感脳トレーニング協会

アロマセミナー天然のアロマを使用したスプレー作り　ナチュラルブリーズ

パパが食べちゃうかも！？バレンタインにあげよう♥粘土のチョコレート作り　粘土のお菓子屋さん

自分の理想の未来を考える！コーチング体験会　自分発見コーチング

瞑想したい小学生も参加OK！気持ちが楽になるマインドフルネス瞑想体験会　カウンセリングオフィス・フォレスト

羽ばたけ☆アントレーヌに捧げる余興 松づくし演舞　ロブスター夫人のパーティーグッズ

品川区立武蔵小山創業支援センター
  　MUSAKO HOUSE事務局

★★★事前予約がおすすめ！詳しくはホームページをご覧ください★★★

ステージイベント情報

ワークショップ情報

10：30～ ミニステージ＆ハイタッチ会（先着60名）　
12：00～ 会場内お散歩
14：00～ 撮影会 ※
10：30～ ミニステージ＆ハイタッチ会 ※
13：00～ 撮影会 ※

1/18 土

1/19 日

「品川観光大使のシナモロールがアントレーヌに
 遊びに来てくれるよ！ ステージイベントをお楽しみに！」

シナモロール ステージ

※各６０組限定。SHOPスタンプラリーを完成した方に先着で整理券を配布します。


