
子どもから

おとなまで

 楽しめる!

参加費
無料

ちびっ子
運動のうりょく測定

親子あそび
体験型ステージ

ワクワクうんどうあそび

1/28土 29日

第1ターミナル4階 イベントプラザ
第1ターミナル1階 センターピアガーデン
フライト・オブ・ドリームズ1階 フライトパーク

場所

愛知県常滑市セントレア1丁目1

10:00~16:00（受付終了）15:00時間 雨天
決行

未来へはばたけ!  はじめて体験!

ちびっ子
チャレンジカップ
●中部国際空港 セントレアIN

いっぱい体験して
、豪華賞品をゲットしよう!専門家

監修!

チャレンジアトラクション

スタンプラリー抽選会
対象：2歳頃～小学生

10:30~16:00（受付15:00迄）

スタンプラリー用紙は当日、受付で配布しております。（数に限りがございます）

うれしい
賞品が

いっぱい!

中部国際空港

セント
レア

〈対象：2歳頃～小学生〉

※イベント内容は開催状
況により、変更になる場合
がございます。
※写真はイメージです。

2023

セントレアキッズクラブはお子様とご家族が中部国際空港セントレアからの空の旅に親しんでいただくための
会員制クラブです。保護者の方が「セントレアキッズクラブLINE公式アカウント」を友だちに追加していただく
と、お子様向けの情報が配信され、小学生以下のお子様を対象に素敵な特典を受け取ることができます。

［主催］ セントレアちびっ子チャレンジカップ事務局
［後援］ 愛知県、愛知県教育委員会　　［企画・協力］ 子育て世代応援プロジェクト実行委員会

セントレアちびっ子チャレンジカップ事務局お問い合わせ

新型コロナウィルス感染
予防対策を実施してお
ります。マスク着用、アル
コール消毒等、ご協力お
願い致します。

詳細は
WEBサイトで
チェック！



          
            

          未来へはばたけ! はじめて体験!

S
スタンプ

ちびっ子チャレンジカップとは?

地域の皆様や地元愛知の企業様とともに、子どもたちの豊かな未来を願い、
育みの場、出会いの場、発見の場とする、参加費無料のファミリーイベントです。
チャレンジしてもらえるスタンプを集めて、豪華賞品をゲットしよう!

スタンプ獲得方法
空港内で行われている右記の
イベントにチャレンジすると
スタンプがもらえるよ!

スタンプ設置場所

スタンプを集めて豪華賞品をゲットしよう!

スタンプラリー抽選会には
地元企業から

たくさんの豪華賞品が
用意されているよ!

スタンプラリーの
用紙は当日、

　　  で配布して
おります。

（数に限りがございます）

受付

2023

ちびっ子チャレンジカップ
〈企画・協力：子育て世代応援プロジェクト実行委員会〉

●中部国際空港 セントレアIN

中部国際空港

セント
レア

セントレア

チャレンジブー
スを

どんどんまわっ
て

スタンプをいっ
ぱい

あつめよう！

S

S
S

センターピアガーデン
第1ターミナル 1階第3

会場

ワクワク うんどうあそび

みんなで作ろう
！

パラバルーン！

立ち幅跳び／企業チャレンジブース内容

子ども向け・大人向け

うんどうあそびステージ／運動のうりょく測定

対象
スタンプラ

リー

フライトパーク
フライト・オブ・ドリームズ 1階第2

会場

運動のうりょく測定（10m折り返し走）

かけっこ速く走
れるかな！？

10m折り返し走／企業チャレンジブース内容

2歳頃～小学生

運動のうりょく測定

対象 子ども向け・大人向け

親子体験型ステージ／体力（握力）測定

親子あそびステージ
握力測定チャレンジ

イベントプラザ
第1ターミナル 4階第1

会場

親子で
チャレンジ体験

！

対象

内容 測定ボードパネル／スタンプラリー抽選会／
企業チャレンジブース

で 1 日

名鉄改札

で

運動のうりょく測定は予約がおすすめ！！

※内容は変更になる場合がございます。

QR

この3つのチャレンジは右の二次元コードから予約してね。 ▶▶▶

10ｍ折り返し走（第2会場） 握力測定（第1会場） 立ち幅跳び（第3会場）
予約者優先

ご予約はコチラ
28日 29日

ご予約はコチラ

参加体験型
ステ ー ジ

11：00～

12：00～

13：00～

14：00～

みんなでおどろう！ダンスたいそうメドレー
ちびっ子チャレンジ体操と親子あそび

みんなでおどろう！ダンスたいそうメドレー
忍者体操を踊ろう！

第1会場 イベントプラザ

うんどうあそびステージ
パラバルーンで小さい子も一緒に遊ぼう！
午前の部 10：00～11：30 午後の部 13：00～16：00

第3会場 センターピアガーデン

1月 28日 土 1月 29日・ 日

ポイント

ポイント

ちびっ子運動のうりょく測定・体力測定

チャレンジブースアトラクション

チャレンジブースボーナスポイント

●

●

●

3 ポイント・・・・

・・・・・

・・・

1

1

（10M折り返し走・立ち幅跳び・握力測定）　



愛知県一宮市に本店を構え、サイコロ食パンやベーグルが
つくモーニングセットが評判の日々行列ができることでメ
ディアにも取り上げられるカフェがセントレアにオープン！

フライトパークには、ボーイング787の展示を中心に
航空や空港について楽しく学べる展示エリアと、
本物の飛行機の迫力を間近で感じながら遊べるキッズエリアがあります。

※有料：300円/回、500円/日
※対象年齢：3歳～12歳

飛行機のコックピットを実際に見学
できます。飛行中の状態をリアルに
再現していて、まるでコックピット
に乗り込んだかのよう！

飛行機の周りに遊具がたくさん！
遊びながらここでしか見られない飛
行機の特別な姿が楽しめます。

飛行機の真横で飛んだり跳ねたり
して楽しめます。揺れるネットはま
るで雲の上にいるよう！

リニューアル情報

新店舗情報

『SOLA SPA 風の湯』としてリニューアル！
飛行機や海を眺められる展望デッキでは

「サウナイベント」も開催予定！

展望風呂

アジアンスパ
『SANATIO SPA』をオープン！

スパ

「サウナ飯」を提供するレストランに
リニューアル！

レストラン

クローチェ
セントレア

第1ターミナル 4階 レンガ通り場 所

希少な国産本わらび粉を使用し、秘伝の配合でもっちり触
感ととろける口どけを実現したわらび餅。長時間焙煎し香
ばしく仕上げたきな粉とともにご賞味ください！

甘味処鎌倉
第1ターミナル 4階 ちょうちん横丁場 所

注文を受けてから1つ1つ丁寧にお作りするフルーツ
ジュース生のフルーツの香り、出来立てのフレッシュな味
わいをご賞味ください

フルーツジュース
果汁SORA

フライト・オブ・ドリームズ 2階 フードコート場 所

中部国際空港セントレアの総合リラクゼーション施設「くつろぎ処」が
リニューアル！2022年度内にオープンしますので楽しみにお待ちください！

くつろぎ処
第1ターミナル 4階 ちょうちん横丁場 所

木

金セントレアでは
新店舗が

続々オープン！

セントレア新着 情報

中 部 国 際 空 港  へのアクセス

中部国際空港には、旅客ターミナルビル周辺に、駐車場が約7,800台ございます。
充分な台数の駐車場がございますので、ご安心して空港をご利用いただけます。

電車（名古屋鉄道） 駐車場

名鉄の時刻表は
空港ホームページを

ご覧ください

駐 車 場 料 金

入 出 場 時 間

収納可能台数

お問い合わせ

〈 普通車の場合 〉 1時間あたり ： 300円　1日あたり ： 最大1,600円

24時間営業

約7,800台

中部国際空港駐車場管理事務所 TEL.0569-38-7830

名古屋方面からのアクセスは名古屋鉄
道のミュースカイ、特急・準急をご利用い
ただけます。ミュースカイをご利用の場
合、名古屋から最速29分です（乗車券
の他別途360円必要）。

運動のうりょく測定のメイン種目。
元気いっぱい全力で走ってみよう！
準備運動も忘れないでね。

小さなお子様でも簡単にできる
様々なチャレンジブースを体験して
スタンプゲットしよう！

スタンプを集めて素敵な豪華商
品が当たる抽選会に参加しよう！
何が当たるかな？

10ｍ折り返し走 大抽選会No.1 No.3

地元大学生を中心として構成された
ボランティアスタッフの皆さんが
会場を盛り上げてくれます！

注目コンテンツはこちら！

イベント会場にはこどもたちの真剣な眼差しと
弾ける笑顔があふれています！

私達と一緒に
楽しもう！

チャレンジブースNo.2



わたしたちはちびっ子チャレンジカップ2023 inセントレアを応援しています

お好きな絵を
描いて 缶バッジに！ 出来上がり！

中部エリアのみなさまにワクワクを！会員登録するだけで、
限定情報や嬉しいキャンペーンなどが盛りだくさん！

J-1222-0011

だれでも完全無料で楽しめます！

https://join .commufa.jp/tanoshimo

誰でも参加可能

2023年1月28日［土］・29日［日］
【第二会場】フライト・オブ・ドリームズ1階 フライトパーク

ハズレ
なし!

日　時

会　場

大人ペア
ラグナシア1dayパスポートラグナシア1dayパスポート

プレゼント!プレゼント!

10:00～16:00
●雨天決行  （受付終了15：00） 

お子サンバイザー
プレゼント！



こどもエコすまい支援事業補助金
子育て世帯・若夫婦世帯が

高い省エネ性能を有する住宅を新築する際に、
ハウスメーカーの値引き、サービスとは別に

１００万円 /1戸
の補助金が交付されます。

新春は展示場で住まいづくりを相談してみませんか︖
積水ハウスの展示場では、新春フェアを開催いたします。
新春フェアでは素敵な福袋などをご用意しております。
皆様のご来場、スタッフ一同お待ちしております。

お近くの展示場は下記からご覧いただけます

名古屋東部・
知多エリア
の皆様

西三河エリア
の皆様

「わが家」を世界一幸せな場所にする

子供は育った家を忘れない

一緒に過ごした時間を忘れない

お問い合せ

●営業時間／9︓00～18︓00 ●定休日／火・水・祝日

名古屋東支店 0120-62-8660
岡崎支店 0120-39-6520

名
古
屋
東
部
�

知
多
�
�
�
�
方

西
三
河
�
�
�

�
方

他

※下記２次元バーコードより展示場ご来場のご予約いただけます。

補助金を受ける為には
諸条件がございます。
詳細はお問い合せ下さい︕

展示場へお越しの際は、ＷＥＢご来場予約が便利です︕
※右記２次元バーコードよりご請求ください。

※詳細は２次元バー
コードよりご確認ください。

WEB予約の上
ご来場の方にギフト
カードプレゼント︕

わたしたちはちびっ子チャレンジカップ2023 inセントレアを応援しています わたしたちはちびっ子チャレンジカップ2023 inセントレアを応援しています



わたしたちはちびっ子チャレンジカップ2023 inセントレアを応援しています

国分グループは創業311年目の「食品卸」の企業です。私たちは「食のマーケ
ティングカンパニー」として、すべての人々と共に豊かな暮らしを創造して、食の
価値創造No.1企業を目指しております。

国分中部株式会社 人事総務部

052-911-3171

問い合わせ先

強制労働に関わらないカカオを使ったチョコレートを作っ
ています。2005年にカカオ業界での違法な児童労働や
強制労働を終わらせる為、オランダ人ジャーナリスト 
Teun van de keuken（英語名 Tony）氏がチョコレート
会社を自ら設立しました。世界中の人々が違法な労働に
関わらないチョコレートを選び、Tony‘sの理念を共有す
る事により、このようなチョコレートが早く世界のカカオ業
界の標準となる事を目的に事業を行っています。  

お魚料理を作りたいけど、コンロを洗うのがちょっと、
という方にも簡単に料理ができます。
お子様に手軽に魚料理を食べていただける商品です。

Tony‘s Chocolonely
オランダ発のサステナブルチョコレート

当日抽選会で
５００名様に

ミニバー
プレゼント

Tony‘s Chocolonelyは、オランダで人気の

フェアトレードのチョコレートです。

通販サイト

レンジで簡単
西京漬け

国産野菜でつくった
とろみのあるソース
２００ｍｌ

お好きなお魚の
切り身を入れて、
レンジでチンするだけで
簡単に西京漬けができます。

国産の野菜を１００％使用し、（消費者庁が指定する）ア
レルギー物質２８品目や食品添加物の調味料（アミノ酸
等）・着色料・甘味料を使用せず、自然なおいしさを大切に
して仕上げた、やさしい味わいのソースです。やわらかな
甘みと香辛料をひかえた、マイルドで低刺激なソースに
仕上げていますので、お子様や女性におすすめです。

○野菜は国産のトマト、玉ねぎ、にんじん、セロリーです。
○性状は中濃ソースです。
○人気のキャラクターとのコラボパッケージにて販売中です。
　※一定期間ごとにデザインは変わります。




