
山鼻
それいけ!アンパンマン 撮影会
グリコ 袋入りお菓子
詰合せプレゼント!
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札幌 仮面ライダーギーツ ショー
グリコ 袋入りお菓子
詰合せプレゼント!

山鼻

イベントスケジュール
9/17（土） 9/18（日） 9/19（月・祝） 9/20（火） 9/21（水） 9/22（木） 9/23（金・祝） 9/25（日）9/24（土）

モデルハウススタンプラリー抽選会 4会場 モデルハウススタンプラリー抽選会 4会場

子ども縁日 4会場 子ども縁日 4会場

『TSUBAKI プレミアムEXシャンプー&トリートメント』サンプルプレゼント! 4会場 江別産小麦100％えべチュンら～めんプレゼント! 森林
定
　
休
　
日

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、風邪の症状や発熱のある方のご来場は自粛していただきますようお願い申し上げます。また、ご来場の際は、マスクを着用するなど、各自で対策
に努めていただきますようお願い申し上げます。モデルハウスやインフォメーションセンタースタッフにおきましても、マスク着用での対応とさせていただきます。モデルハウスによって入場制限
を設けている場合や、開場時間等が変更になる場合もありますので、ご予約いただきますとスムーズにご案内できます。　●北海道マイホームセンターでは、感染リスク低減のための「新北
海道スタイル」に基づいた取り組みを進めております。　●感染拡大状況による対応方法の変更等につきましては、北海道マイホームセンターホームページにてご案内いたしますのでご確
認ください。また、予告なしにイベントの中止や臨時休業となる場合もございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止に
向けたご協力のお願い

■開場時間／10：00～18：00（入場無料） ■定休日／水曜日 ■無料駐車場あり
●共催／北海道新聞社・北海道文化放送 ●後援／北海道・札幌市・住宅金融支援機構北海道支店・北海道建築指導センター ●企画／日本経済社

北海道マイホームセンター 検 索検 索

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※カメラはご持参ください。
※当日は駐車場が大変混み合い、駐車ができない場合がございます。
※天候等により実施場所、内容が変更になる場合がございます。

それいけ!アンパンマン 撮影会

場所：屋外イベントスペース

❶11:00～  ❷14:00～

©2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

仮面ライダーギーツ ショー

※当日は駐車場が大変混み合い、駐車ができない場合がございます。
※天候等により実施場所、内容が変更になる場合がございます。

9/18
山鼻会場

日

場所：屋外イベントスペース

©ABC-A・東映アニメーション

デリシャスパーティ♡プリキュア ショー
9/19
北会場

月・祝

9/24
北会場

土

観覧
無料

❶11:00～  ❷14:00～

観覧
無料

❶11:00～  ❷13:00～
❸15:00～

9/17
札幌会場

土参加
無料

9/25
山鼻会場

日9/23
森林会場

金・祝9/19
北会場

月・祝9/17
札幌会場

土

各回1時間前からインフォメーションセンター前にて、整理券を先着50名様に配布いたします。

※子ども縁日、「TUBAKIプレミアムEXシャンプー&トリートメント」サンプルプレゼント!、「グリコ 袋入りお菓子詰合せ」プレゼント!、江別産小麦100％えべチュンら～めんプレゼント!は参加券無しでご参加いただけます。　※各体験イベントにつきましては、途中で1時間程度休憩時間をいただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※抽選会賞品、各体験イベント、各プレゼントにつきましては、予定数に達し次第終了いたします。　※天候により中止、または場所が変更になる場合がございます。　※掲載の各画像はイメージです。実際の商品・仕様と異なる場合がございます。

B賞 B賞 A賞 A賞 

D賞 D賞 

C賞 C賞 

クリスタル
アロマギフト

各会場
期間中合計

30本各会場
期間中合計10本

9/1～30の
期間中
4会場で合計1本

ビオレu
除菌やわらか
ウェットシート10枚
（アルコールタイプ）

各会場
期間中合計100本

各会場
期間中合計200本

メリート
フードチョッパー
（4枚カッター）

お楽しみスタンプラリー抽選会に参加されたご家族へ、各体験イベントの参加券をお渡しいたします。
（1家族につき2名様まで）参加券がなくなり次第、終了とさせていただきます。

新型コロナウイルス対策のため、混雑時は整理券を配布します。

9/1～30の期間中、スタンプラリー抽選会に参加された
ご家族は、Wチャンス抽選会にご応募できます。
ご応募いただいた方の中から、
抽選で右記の賞品をプレゼントいたします。

BALMUDA 
GreenFan Cirq
※Ｗチャンス抽選はスタンプラリー抽選会の抽選回数に関わらず、
　1家族1回限りとさせていただきます。
※賞品は抽選の上、後日発送となります。

チャンス抽選

場所別ラクラク
収納術セミナー

ココだけはおさえたい！

9/23
森林会場

金・祝 9/25～ 日

場所 ： インフォメーションセンター内

時間 ： 10：00～

恵庭市 移住・定住相談会9/24
札幌会場

土

恵庭市にお住まいをご検討中の方、興味のある方は
お気軽にご参加ください。

場所 ： インフォメーションセンター内

10：00～16：00

場所 ： インフォメーションセンター内

❶11:00～ ❷14:00～ （各回60分）

場所 ： 各会場インフォメーションセンター内

10：00～17：00

協力：恵庭市まちづくり推進課

収納グッズや収納事例を見ながら、
すぐに使える収納術を学びます。

昔懐かしい縁日で遊ぼう!
ご来場いただいたご家族のお子さまは
ご自由に参加いただけます。

9/19
札幌会場

月・祝

江別産小麦100％
えべチュンら～めんプレゼント!

各日先着10名様
※ラーメンは1名様1個（1家族につき2名様まで）のお渡しとなります。
　ラーメンの種類はお選びいただけません。
※プレゼントは数量限定ですので無くなり次第終了いたします。

江別市の
パンフレットを
セットに！

ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使って
ボタニカルキャンドルを作ろう。飾りとしても
綺麗なキャンドルに癒されること間違いなし。
初心者でも簡単に作れます。

ボタニカルキャンドル
を作ろう!

木の温もりが伝わる木製ランタンを作ろう。
間伐材のヒノキを使用した地球に優しい
工作キットは、工具不要で簡単に組み立て
できます。天然のヒノキの香りに癒されます。

木製組み立て
ランタン作り体験

11：00～16：00（受付15：30まで）場所 ： インフォメーションセンター内

北海道マイホームセンターの
キャラクター
マイホーくん

●所要時間 ： 30分
●参加人数 ： 先着 30名様 ●所要時間 ： 30分

●参加人数 ： 先着 30名様

期間中、モデルハウスを見学すると、スタンプラリー用紙にスタンプ［1棟につき1つ］がもらえます。
スタンプを2つ集めると、素敵な賞品が当たる抽選会に1回参加できます！
スタンプラリー用紙は札幌市内4会場のインフォメーションセンターでお配りしています。 

モデルハウススタンプラリー開催中!

各日、各会場インフォメーションセンターにて10：00より!

※小学生以下のお子さま1人につき1セット限りとさせていただきます。
※お子さまだけでのご来場はご遠慮ください。
※賞品が無くなり次第、終了いたします。

ご来場いただいた
ご家族のお子さま全員に、
「グリコ 袋入りお菓子詰合せ」
をプレゼント!

体験イベント体験イベント

子ども縁日子ども縁日

※1家族1セット限りと
　させていただきます。

※定員に達した場合は参加をお断りすることもございます。ご了承ください。

マイホーム計画に役立つ情報満載の家づくり読本!
『北海道発OnlyOneの家づくり
〈新築&リノベーション〉Vol.17』と

無印良品メジャーを
セミナー参加者にプレゼント!

定価：1,430円（税込）
A4判ソフトカバー
214頁カラー
発行：北海道新聞社

9/25
山鼻会場

日

※当日は駐車場が大変混み合い、駐車ができない場合がございます。
※天候等により実施場所、内容が変更になる場合がございます。

場所：屋外イベントスペース

※当日は駐車場が大変混み合い、駐車ができない場合がございます。
※天候等により実施場所、内容が変更になる場合がございます。

場所：屋外イベントスペース

©円谷プロ ©ウルトラマンデッカー製作委員会・テレビ東京

ウルトラマンデッカー ショー
観覧
無料

❶11:00～  ❷14:00～

9/23
森林会場

金・祝

ウルトラマンデッカーと
ウルトラマンゼットが
宇宙人や怪獣たちと戦うぞ！
みんな、応援しに来てね！

各会場
先着 300名様

『TSUBAKI プレミアムEXシャンプー&
トリートメント』サンプルプレゼント!
配布場所 ： 各会場インフォメーションセンター

9 /3 土 19 月・祝～ ※9月下旬発売予定 当日、会場までお越しください！

受講無料

おうちエネルギー相談会9/23
札幌会場

金・祝

場所 ： インフォメーションセンター内

10：30～17：00（最終受付は16：00）

協力：北海道ガス

1回先着30名様

※賞品が無くなり次第終了いたします。

札幌会場 森林会場 山鼻会場 北会場

9/17 土 9/25 日
※9/21（水）は定休日です。

北海道マイホームセンターで、理想のマイホームを見つけませんか。
間取りや外観、インテリアやキッチン、省エネの提案など
かしこい住まいづくりに役立つアイデアがいっぱいです。

明日
開催

秋の休日は、家族でモデルハウス見学へ!秋の休日は、家族でモデルハウス見学へ!

北海道マイホームセンター
多彩なモデルハウスが建ち並ぶ総合住宅展示場

抽選場所 ： 各会場インフォメーションセンター内
抽選時間 ： 10：00～17：00

※水曜日はお休みに
　なります。

9/1 30木 金▶9

259 ～17土 日
午前10時～
午後5時
※9/21（水）は定休日です。

2022年9月16日（金）


