
今年のＫＢＣ∞は英語プログラムで実施します。 
∞武蔵小杉・・・12月11日（日） 
∞二子玉川・・・12月17日（土） 
申込方法＆詳細は別途チラシにて 

ご案内いたしますので、そちらをご確認ください。 

 ≪今年のケーキはスノーマン≫ 
みんなでケーキをデコレーションするよ♪ 

クリームやチョコレート、フルーツを使って、 
かわいい＆かっこいいスノーマンを 

作ってみよう★ 

●日程・対象 
【午前の部】10：00～12：00 
【午後の部】14：00～16：00 
※KBC武蔵小杉東急スクエアのみ午前の部は 
10：30～12：30とさせていただきます。 

年中・年長さん
参加OK!! 

毎年大好評のＫＢＣクリスマスパーティー！ 
クリスマスといえばサンタ！ 

サンタさんを身近にある○○○で 
作ってみるよ★そのあとは自分で 
デコレーションしたオリジナル 

ケーキとチキンを食べてクリスマスを楽しもう！ 
もしかしたら、サンタさんも来ちゃうかも？！ 
ＫＢＣからのプレゼントもお楽しみに～♪ 

■参加対象： 
年中～小学生のお子様（会員・非会員問わず） 
■参加費： 
小学生：2,778円（税抜）【3,000円（税込）】            
未就学：2,315円（税抜）【2,500円（税込）】 
※プレキッズクラブ会員様は無料となります 
■持ち物：エプロン・三角巾・マスク 
■締切り：定員になり次第締め切らせていただきます 
※定員は各店舗によって異なりますので、 
 直接店舗までお問い合わせください 
■お申込方法： 
裏面の参加申込書を参加希望の店舗に 
FAXもしくは直接ご持参ください 

開催日 店舗 時間帯 小学生
（会員・非会員）

年長～年中
（会員・非会員）

12月4日（日） 青葉台 午前 ○ ○

12月10日（土） 大倉山
午前・午後

2部開催
○ ○

αたまプラーザ ○ ○

用賀 ○ ○

大井町
午前・午後
2部開催

○ ○

桜新町 ○ ○

三軒茶屋 ○ ○

宮前平 ○ ○

雪が谷 ○ ○

溝の口 ○ ○

溝の口　坂戸 ○ ○

豊洲・東雲 ○ ○

下丸子 ○ ○

たまプラ-ザ　テラス ○ ○

12月11日（日）

12月17日（土）
午前

午前

午後

開催日 店舗 時間帯 小学生
（会員・非会員）

年長～年中
（会員・非会員）

　午前※ × ○

午後 ○ ×

日吉 ○ ○

新丸子 ○ ○

α都立大学 ○ ○

α二子玉川 ○ ○

五反田・大崎 午後 ○ ○

12月18日（日）

武蔵小杉
・元住吉

午前・午後
2部開催

○ ○

武蔵小杉
東急スクエア

午前



●KBC桜新町 TEL 03-5426-3461 FAX 03-5426-3462                              
●KBC雪が谷 TEL 03-6425-6471  FAX 03-6425-6472           
●KBC武蔵小杉・元住吉 TEL 044-739-8125  FAX  044-739-8126             
●KBC下丸子 TEL 03-5741-2206  FAX 03-5741-2207    
●KBC溝の口 TEL 044-850-2515  FAX 044-850-2516                 
●KBC用賀 TEL 03-5717-9038  FAX 03-5717-9039                   
●KBCたまプラーザ テラス TEL 045-905-0838   FAX 045-905-0839   
●KBC武蔵小杉東急スクエア TEL 044-322-8175  FAX 044-322-8176 
●KBC溝の口 坂戸 TEL 044-281-4035  FAX 044-281-4275  
●KBC新丸子 TEL 044-948-7829  FAX 044-948-7839  
●KBC大倉山 TEL 045-542-7037  FAX 045-542-7038 
●KBC三軒茶屋 TEL 03-5433-3680  FAX 03-5433-3810 
 
 

●KBC宮前平 TEL 044-870-7125  FAX 044-870-7128 
●KBC豊洲・東雲 TEL 03-3536-7130  FAX 03-3536-8030 
●KBC大井町 TEL 03-5746-0697   FAX 03-5746-0698 
●KBC五反田・大崎 TEL 03-5759-8295   FAX 03-5759-8296  
●KBC日吉 TEL 045-566-8050  FAX 045-566-8051 
●KBC青葉台 TEL 045-988-6020  FAX 045-988-6021 
●KBCαたまプラーザ TEL 045-530-0687   FAX 045-530-0688 
●KBCα都立大学 TEL 03-5726-8935   FAX 03-5726-8936 
●KBCα二子玉川 TEL 03-6805-6192  FAX 03-6805-6193 
●KBC∞二子玉川 TEL 03-5717-9150  FAX 03-5717-9260 
●本部 TEL 03-5797-3566  FAX 03-3700-5567 
※KBC∞武蔵小杉のお問い合わせにつきましては本部までご連絡ください。 

＜お問い合わせ先＞（受付時間：平日12：00～19：00） 

フリガナ 学齢 参加希望回

お子様氏名 男　・　女　　　　

小学 (　　   ) 年生

年中   ・   年長

午前の部　　・　　午後の部

フリガナ 会員種別 所属(会員様のみ）

自宅もしくは携帯番号

@

　アレルギーについて詳しくお答えください。また、健康面を中心に特に気を付けなければならないことがございましたらご記入ください。

　　①ない　　②ある　　(　　　　　 ）

　※ごきょうだいも一緒に参加される場合は、以下にご記入ください。

フリガナ 会員種別 学齢

　アレルギーについて詳しくお答えください。また、健康面を中心に特に気を付けなければならないことがございましたらご記入ください。

　　①ない　　②ある　　(　　　　　 ）

　※キッズベースキャンプにご登録いただいていないお客様は、お手数ですが以下の欄もご記入ください。

　１．以前にKBC・KBCα をご利用もしくはお越しいただいたことがございますか？

　　□ない　　□ある　　(イベント時・見学・その他　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２．今回イベントに参加された理由をお聞かせください。(複数回答可)

　　①入会を検討している　　②KBC・KBCα に興味がある　　③お友だちに誘われたから

　３．２で①、②にチェックをされた方にお伺いします。当日、説明会へのご参加を希望されますか？

　　①はい　　②いいえ　　③他の日に希望(第一希望　　月　　日　　第二希望　　月　　日)

【写真の販売について】

保護者様

氏名

レギュラー会員　・　スポット会員

プレキッズクラブ　・　非会員

　KBC

  KBCα

小学校名・幼稚園名・保育園名 入学予定小学校

会員様・非会員様問わず本イベントにご参加いただいた方のみが閲覧・ご購入いただける販売サービスをご提供させていただきます。専用の認証コードとパスワードが設定されておりま

すので、安心してご利用いただけます。また撮影しました写真は、後日イベントの様子を会員様へお知らせするため、店舗や会員専用ブログに掲載させていただく場合もございます。写

真の撮影や販売サービス及び掲示につきまして、ご同意いただけます方は参加申込書にご署名いただき、ご提出くださいますようお願い申し上げます。

保護者様のメールアドレス(弊社からのお知らせをお送りします。)

お子様氏名 男　・　女　　　　
レギュラー会員　・　スポット会員 小学 (　　   ) 年生

年中   ・   年長プレキッズクラブ　・　非会員

メール配信をご希望されない場合は

右のボックスにチェ ックを入れてください。


