
ベビーサイン体験イベント　開催店一覧

店名 開催日 住所 店名 開催日 住所

イオンモール盛岡南 3/1(木) 岩手県盛岡市 イオンモール大垣 3/19(月) 岐阜県大垣市

イオンモール四日市北 3/1(木) 三重県四日市市 イオンモール草津 3/19(月) 滋賀県草津市

イオンモール日根野 3/1(木) 大阪府泉佐野市 イオンモール寝屋川 3/19(月) 大阪府寝屋川市

イオンモール大和郡山 3/1(木) 奈良県大和郡山市 イオンモール姫路リバーシティー 3/19(月) 兵庫県姫路市

イオンモール鶴見緑地 3/2(金) 大阪府大阪市 ｲｵﾝ津南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　ｻﾝﾊﾞﾚｰ 3/20(火) 三重県津市

イオンモールKYOTO 3/2(金) 京都府京都市 イオン秦野ショッピングセンター 3/21(水) 神奈川県秦野市

イオンモール広島祇園 3/2(金) 広島県広島市 イオンモール利府 3/22(木) 宮城県宮城郡利府町

イオンモール羽生 3/5(月) 埼玉県羽生市 イオンモール銚子 3/22(木) 千葉県銚子市

イオンモール熱田 3/5(月) 愛知県名古屋市 イオンモール新潟南 3/22(木) 新潟県新潟市

イオンモール各務原 3/5(月) 岐阜県各務原市 イオンモール富士宮 3/22(木) 静岡県富士宮市

イオンモール高の原 3/5(月) 京都府木津川 イオンモール明和 3/22(木) 三重県多気郡

イオンモール猪名川 3/5(月) 兵庫県川辺郡猪名川町 イオンモール石巻 3/23(金) 宮城県石巻市

イオンモール姫路大津 3/5(月) 兵庫県姫路市 イオンモール富津 3/23(金) 千葉県富津市

イオンモール甲府昭和 3/6(火) 山梨県中巨摩郡昭和町 イオンモール木曽川 3/23(金) 愛知県一宮市木曽川町

イオンモール東浦 3/6(火) 愛知県知多郡東浦町 イオンモール伊丹 3/23(金) 兵庫県伊丹市

イオンモール鈴鹿 3/6(火) 三重県鈴鹿市 イオンモール大牟田 3/23(金) 福岡県大牟田市

イオンモール津田沼 3/7(水) 千葉県習志野市 イオンモール宇城 3/23(金) 熊本県宇城市

イオンモール佐野新都市 3/7(水) 栃木県佐野市 イオンモール大高 3/26(月) 愛知県名古屋市

イオンモール新発田 3/7(水) 新潟県新発田市 イオンモール福岡 3/26(月) 福岡県糟屋郡粕屋町

イオンモールりんくう泉南 3/7(水) 大阪府泉南市 イオンモール成田 3/27(火) 千葉県成田市

イオンモールかほく 3/8(木) 石川県かほく市 イオンモール日の出 3/27(火)

東京都西多摩郡日の出

町

イオンモール新瑞橋 3/8(木) 愛知県名古屋市 イオンモール盛岡 3/28(水) 岩手県盛岡市

京都ファミリー 3/8(木) 京都府京都市 イオンモール水戸内原 3/28(水) 茨城県水戸市

イオンモール奈良登美ヶ丘 3/8(木) 奈良県生駒市 イオンモール小山 3/28(水) 栃木県小山市

イオンモール熊本 3/8(木) 熊本県上益城郡嘉島町 イオン茨木ショッピングセンター 3/28(水) 大阪市茨木市

イオンモール宮崎 3/8(木) 宮崎県宮崎市 イオンモール伊丹昆陽 3/28(水) 兵庫県伊丹市

イオンモール柏 3/9(金) 千葉県柏市豊町 イオンモール三光 3/28(水) 大分県中津市

イオンモール北戸田 3/9(金) 埼玉県戸田市 イオンモール八千代緑が丘 3/29(木) 千葉県八千代市

イオンモール高松 3/9(金) 香川県高松市 イオン板橋ショッピングセンター 3/29(木) 東京都板橋区

イオンモール岡崎 3/12(月) 愛知県岡崎市 イオンモール神戸北 3/29(木) 兵庫県神戸市

イオンモール京都五条 3/12(月) 京都府京都市 イオンモール加西北条 3/29(木) 兵庫県加西市

イオンモール広島府中 3/12(月) 広島県安芸郡府中町 イオンモール倉敷 3/29(木) 岡山県倉敷市

イオンモール山形南 3/13(火) 山形県山形市 イオンモール新居浜 3/29(木) 愛媛県新居浜市

イオンモール浜松志都呂 3/13(火) 静岡県浜松市 イオンモール大曲 3/30(金) 秋田県大仙市

ならファミリー 3/13(火) 奈良県奈良市 イオンモール三川 3/30(金) 山形県東田川郡三川町

イオンモール橿原 3/13(火) 奈良県橿原市 イオンモール高崎 3/30(金) 群馬県高崎市

イオンモール筑紫野 3/13(火) 福岡県筑紫野市 イオン洛南ショッピングセンター 3/30(金) 京都府京都市

イオンモール川口前川 3/14(水) 埼玉県川口市 イオンモール都城駅前 3/30(金) 宮崎県都城市

イオンモール浦和美園 3/14(水) 埼玉県さいたま市 イオンモール与野 4/2(月) 埼玉県'さいたま市

イオンモールナゴヤドーム前 3/14(水) 愛知県名古屋市 イオン相模原ショッピングセンター 4/2(月) 神奈川県相模原市

イオンモール扶桑 3/14(水) 愛知県丹羽郡扶桑町 イオンモール秋田 4/3(火) 秋田県秋田市

イオン明石ショッピングセンター 3/14(水) 兵庫県明石市 イオン御経塚ショッピングセンター 4/3(火) 石川県石川郡野々市

イオンモール綾川 3/14(水) 香川県綾歌郡綾川町 イオンモール高岡 4/3(火) 富山県高岡市

イオンモール千葉ニュータウン 3/15(木) 千葉県印西市 イオン津ショッピングセンター 4/3(火) 三重県津市

イオンモール土浦 3/15(木) 茨城県土浦市 イオン近江八幡ショッピングセンター 4/3(火) 滋賀県近江八幡市

イオンモール太田 3/15(木) 群馬県太田市 イオンモール直方 4/3(火) 福岡県直方市

イオンモール大日 3/15(木) 大阪府守口市 イオンモール名取 4/4(水) 宮城県名取市

イオンモール堺北花田 3/15(木) 大阪府堺市 イオンモール鳥取北 4/4(水) 鳥取県鳥取市

イオンモール富谷 3/16(金) 宮城県黒川郡富谷町 イオンモール日吉津 4/4(水) 鳥取県西伯郡日吉津村

イオンモール大和 3/16(金) 神奈川県大和市 イオンモール下田 4/5(木)

青森県上北郡おいらせ

町

イオンモール浜松市野 3/16(金) 静岡県浜松市 イオンモール佐久平 4/5(木) 長野県佐久市

イオンモール高知 3/16(金) 高知県高知市 イオンモールつがる柏 4/6(金) 青森県つがる市

イオンモール津山 3/18(日) 岡山県津山市

イオンゆみ～る鎌取ショッピングセン

ター 4/6(金) 千葉県千葉市緑区

イオンモール下妻 3/19(月) 茨城県下妻市 イオン松江ショッピングセンター 4/6(金) 島根県松江市

イオンモール川口 3/19(月) 埼玉県川口市 イオンモール八幡東 4/6(金) 福岡県北九州市

イオンモールむさし村山 3/19(月) 東京都武蔵村山市


