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HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 開催概要

ママ100ブース

ママたちが “つながり” 未来を変える

「産み、育て、活躍しやすい社会を次世代に」

ひとりではできないことも、

ママたちがつながれば、

未来だって変える大きなチカラになる！

ママ友と出会いたい。

自分らしく活躍したい。

世界を広げたい。

社会と関わりたい。

自分のために、子どもたちのために、

もっと世の中を変えていきたい。

そんな、たくさんのママの想いをつなげよう。

HAPPY MAMA FESTAは、ママたちを真ん中に、

地域・企業・行政と協働できる『場』を目指します。

HAPPYなママライフをめざす、すべてのママたちへ。

さあ、HAPPY MAMA FESTAからスタートしよう！

2013年に名古屋で生まれたHAPPY MAMA FESTA。2016年・
2017年には札幌でも開催し、「HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI
」は関東初開催会場です。2019年は第3回の開催となります。

今後もさらにパワーアップし続けるHAPPY MAMA FESTAにぜひ
ご参加ください！

日時
2019年6月1日（土） 10:00～17:00

6月2日（日） 10:00～16:00

場所
ラ チッタデッラ
(神奈川県川崎市川崎区小川町4-1)

主催
HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI実行委員会

共催
東京新聞



ママ100ブース申し込み概要

「HAPPY MAMA FESTA」では企業ブースだけでなく、大勢のママたちがそれぞれの得意分野を活かして自由に発表できる場を
「ママ１００ブース」として設けます。
ママの「得意なこと」「好きなこと」「経験したこと」 「日ごろの活動」「お仕事」をお披露目できる場として活用ください。
子育て中のママが頑張る姿は、来場するママたちの刺激になったり、ママ友の輪が広がったり、いろいろなつながりが生まれる
きっかけになるでしょう。

ママ100ブース

➢ 名称 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 「ママ100ブース」

➢ 実施時期 ： 2019年6月1日（土）10：00～17：00 6月2日（日）10：00～16：00 2日間

※必ず2日間通しでブースをオープンしてください。

➢ 実施場所 ： ラ チッタデッラ内（別紙参照）

➢ 出展料 ： 6,000円/1ブースにつき（2日間通し料金）

※①1,000円分（500円分×2）のラ チッタデッラ共通ご利用券含む。

※②5月9日(木)出展者説明会にて現金納入していただきます。

➢ 提供基本設備： 長机（W1800×D450×H700mm）1台、パイプ椅子2脚、ママ100ブース出展パス2枚

➢ 実施内容 ： 物販コーナー、施術マッサージ・ネイル・ボディジュエルのコーナー、相談コーナーなど。

※飲食物の販売(指定おもちゃ含む)、動物や生物の販売、調理行為、アロマ類の販売、石鹸や化粧品
の販売、バルーンの装飾や販売、占いほか、運営側が不適切と判断した物・事は禁止。

➢ 告知方法 ： ママブレーンを通しての告知や、当施設HPやSNSにて告知。

お申込時に、専用出展申込みフォームにて、出展詳細情報と写真をご入力いただきます。

※お申し込み時にご記入いただいた内容は変更できません。

➢ 事 務 局 ： ママ100川崎 運営事務局 ㈱ウッビースタイル内 責任者：野村

事務局担当スタッフ（mama100kawasaki＠woo-by.com）

➢ 応募方法 ： 事前応募制。 ママ100川崎 専用出展申し込みフォームからお申し込みください。
※専用出展申込みフォームは後日発表いたします。

mama100kawasaki＠woo-by.comより確認のメールが届きます。端末の受信設定を必ずお願い

いたします。

※先着順に受付いたしますが、規定数に達し次第、受付終了とさせていただきます。

➢ 申込上限 ： 1団体2ブースまでに限る。

※当出展案内に記載の料金は、全て税込み価格です。



ブースレイアウト1F（想定）

ママ100ブース

・ブース位置は出展者説明会時に抽選にて決定いたします。

・ブースの数は変更になることもあります。
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ママ100ブース

・ブース位置は出展者説明会時に抽選にて決定いたします。

ブースレイアウト2F（想定）

・ブースの数は変更になることもあります。
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ママ100ブース

ブースレイアウト3F（想定）

・ブース位置は出展者説明会時に抽選にて決定いたします。

・ブースの数は変更になることもあります。



①長机（W1800×D450×H700mm）1台
②パイプ椅子 2脚
③ママ100ブース出展パス 2枚

1ブースの提供基本設備

※ 過去のママ100ブース実施風景

◆ご注意
・１ブースあたりの範囲 → 右記ご確認ください。
※指定されたブースの範囲(幅2000mm×奥行き2000mm×高1800mm)

を超えてのハミ出しは厳禁です。
・電源（発電機）の使用はできません。
・飲食物の販売、調理行為はできません。
・掲出物の壁面貼り付けはできません。
・ブース位置は5月9日(木)の出展者説明会時に決定いたします。
※申し込みの際は「出展に関しての諸注意」を必ずお読みください。

ブースイメージ

ママ100ブース

※基本設備の机・椅子が不要の場合、
事前にお知らせください。
また、準備されている備品が、不要でも
スペース外に置くことはできません。
（上記図参照）

※不要の場合でも出展料金は減免となりません。
ご了承ください。

※ブースのイメージ図



今後のスケジュール

2019年

3月 5日（火）第1次 出展前説明会 1回目 10:30～12:00 ラ チッタデッラにて

3月 7日（木）第1次 出展前説明会 2回目 13:30～15:00 ラ チッタデッラにて

3月12日（火）第1次 出展前説明会 3回目 10:30～12:00 ラ チッタデッラにて

3月13日（水）第1次募集 申し込み受付開始 10:00～ ※1次2次募集に関わらず、定員に達した場合は先着順にて募集を締め切ります。

※ブースの数は、変更になる場合もあります。予めご了承ください。

3月29日（金）第1次 出展応募締切

4月 1日（月） 第2次募集の有無を告知

4月 4日（木）第2次 出展前説明会 1回目 10:30～12:00 ラ チッタデッラにて

4月 9日（火）第2次 出展前説明会 2回目 10:30～12:00 ラ チッタデッラにて

4月10日（水）第2次募集 申し込み受付開始 10:00～

4月17日（水）第2次 出展応募締切

4月24日（水）～ 26日(金) 出展許可通知メール配信

5月9日（木）出展者説明会・ブース位置抽選会、出展料納入日 10:30～12:30 ※場所は出展許可通知メールにてお知らせいたします。

※出展前説明会（いずれか１回）と出展者説明会の参加は必須です。
ただし、2017年開催の第1回ハピママ川崎または、2018年開催の
第2回ハピママ川崎にご出展いただいた方は、出展前説明会のご参加に限り、
免除させていただきます。

※更新情報は随時公式Facebookで発表いたします。

ママ100ブース



お申し込みに関しての諸注意

mama100ブース

・お申し込みは代表者のママ個人からのみ承ります。実施サポート、当日のお手伝いは友人、ご家族（未婚、男性）も可能です。

出展前説明会に参加されていない方からのお申し込みは出来ません。

・会期中は10:00～17:00（最終日は16:00）までブースに滞在、運営をお願いします。2日間通してブースを必ずオープンしてください。

・たくさんの方にご参加いただくために、お申込みは、2ブースまでに限らせていただきます。ご了承ください。

・前年度の年間売上が500万円（税別）以上の方、及び企業・法人はママ１００ブースへのご出展はできません。

(別途企業出展をご案内させていただきます。)

・電源のご用意はございません。

・ママ100ブースでの事前予約の受付は、禁止させていただきます。

・宗教やネットワークビジネスの勧誘および個人情報の取得は堅くお断りいたします。 (当日に限らず、後日の同行為も禁止です。)

・ママ100エリア内では、大量生産品、リサイクル品、コピー製品などの違法性があるもの、版権元の許可無くキャラクターや

ブランドロゴを使用した製品、販売許可の無い型紙や材料を使用した手作り品、免許や申請の必要な物 (石鹸、飲食物、ヘアメイクなど）、

及び主催、運営側が相応しくないと判断した物の販売、出展はできません。また、裸火の使用も不可です。(申し込み時に簡単な審査あり。)

・バルーン装飾、販売は禁止です。

・飲食物の販売、調理行為は禁止です。

・免許や申請が必要な物、及び主催者、運営側が不適切と判断した物の展示及び販売は禁止。

・首から上の施術は禁止です。（例：メイク、ヘアアレンジ等）

・申し込みフォームに入力された内容は、そのまま各種ページへ掲載されます。お申し込み後の修正は出来ません。

・申し込みの際に１０MB以内の写真を1枚添付いただきます。正方形をおすすめします。

・日によって出展内容が異なる場合、申し込みフォームには、いつ何をするかを必ずご記入ください。

・ブースの位置は5月9日（木）の出展者説明会・ブース抽選会で決定いたします。出展者説明会・ブース抽選会へのご参加は必須です。

・出展場所確定の抽選は、対面形式ブースと物販形式ブースの２種類に分けて行います。

・出展確定後、Facebookで出展者の専用非公開グループを作成し、連絡事項などの伝達をします。

必ずFacebookのIDを取得してください。

・出展料のお支払いは、 5月9日（木）の出展者説明会の受付の際に、現金で行います。お釣りの無いようにお持ちください。

・ママ100ブースが雨天、荒天等により、２日間ともに中止になった場合、出展料金を半額返金いたします。

どちらか１日中止の場合は出展料金の返金はいたしかねますのでご了承ください。

※判断は主催者が行い、ご連絡いたします。自己判断での出展取り止めは返金対象外です。

ママ100ブース



mama100ブース

・ブース内での置き引き、お客様や他の出展者とのトラブルなど、一切のトラブルにおきましては個人の責任とします。

・出展者用の託児スペース及び休憩所のご用意はございません。

・金銭の授受及びサービスを提供したお客様へは、ショップカードや名刺等、必ず連絡先をお渡しください。

当日に限らず、お客様からの質問やクレームなどのご連絡には誠実にご対応ください。

・お客様との精算は各ブースで完結してください。お客様からご要望があった場合は、必ず領収書を発行できるよう準備をしてください。

お釣り、お持ち帰り袋も各ブースでご準備ください。

・ブース内では必ず、ママ100ブース出展パスを着用してください。

・お申込内容と異なる内容のご出展は出来ません。

・お客様からは、出展者も提供側として見られます。当施設のメンバーとして、節度ある行動をお願いいたします。

・ブース内での飲食は水分補給程度とし、お弁当を広げたり散らかすことの無いようにしてください。

交代をしながら休憩を取っていただき、休憩の際は出展者パスを外しての行動をお願いいたします。

・お子さまを連れての出展は可能ですが、ブース内及び周辺でのオムツ替えや授乳はご遠慮ください。

出展者パスを外し、施設内の専用設備をご利用ください。

・当日、運営スタッフ及び事務局スタッフが巡回をします。気になる点はお声がけさせていただく事があると思いますが、

円滑な運営にご協力をお願いいたします。

・ママ100ブース出展パスは、1ブースに付き2枚の発行です。グループでの出展は可能ですが、指定されたブースの範囲

（幅2000mm×奥行き2000mm×高さ1800mm）を大きくはみ出しての関係者の滞在はご遠慮ください。

・商品を、直接床面に置いての販売は禁止です。机など、必ず高さのある台の上にて販売をお願いいたします。

ブルーシートなどシート類の使用は、景観及び消防法の兼ね合いにより禁止とさせていただきます。

・防火物品規制対象アイテム（床材、テーブルクロス等）をブース内にもちいる場合、消防法の観点から防炎番号（画像2点）の表示

や資料を求められます。防火物品規制対象アイテムに防炎ラベル表示が無いものに関しては展示装飾に使用できません。

・施術の出展をされる方は、くれぐれも取り扱う溶剤や道具などに注意しトラブルの無いようにご準備ください。

またアルコールやオイルなどを使用する際は、必ずお客様へ通知し、同意後の使用を厳守してください。

・ゴミ、溶剤は施設内に廃棄せず、各自持ち帰りでお願いいたします。

・イベント時間外の荷物のお預かり、および、荷物の事前配送はできません。 イベント時間外は荷物はすべてお持ち帰りください。

・出展会場までの交通費等の経費は、全額出展者にてお願いいたします。

出展に関する注意事項

上記の内容が守られない方は、会期中でも出展を中止させていただく場合がございます。
また、今後の出展も見合わさせていただきます。

ママ100ブース



ブース抽選会について

mama100ブース

5月9日（木）に「出展者説明会・ブース位置抽選会」を実施いたします。
(4月24日～26日に、開催場所含め出展許可通知メール配信予定)
◆場所：出展許可通知メールにてお知らせします。
◆時間：10:15~ 受付開始 10:30~説明会・抽選会スタート (12:30終了予定）

【抽選方法】
1.申し込み順に抽選となります。（※1）
2.抽選では、ブースの割り振り順を決定させていただきます。
3.予め決められた「割り振り開始位置」より抽選で決定した割り振り順でブースを割り付けていきます。

【ブース割り振り時の注意事項】
・通路幅の関係上、ブースの配置数に限りがあります。順番に配置をさせていただきますが、施設設備やその他の都合に
より変更のご相談をする可能性もあります。予めご了承ください。

※1：出展料未納の場合、抽選はできません。出展料は、出展者説明会出席時(5月9日)に現金にて納入をお願いいたします。

ママ100川崎 運営事務局

㈱ウッビースタイル内 責任者：野村 および 事務局担当スタッフ

メールアドレス： mama100kawasaki＠woo-by.com

TEL：０４５－４４２－４１０５

出展に関してご不明な点はママ100川崎 運営事務局までお問い合わせください。
事務局の営業は、原則 平日 １０：００～１７：００です。
2営業日以内に、お返事をいたします。

※出展前説明会（いずれか１回）と出展者説明会の参加は必須です。
ただし、2017年開催の第1回ハピママ川崎または、2018年開催の
第2回ハピママ川崎にご出展頂いた方は、出展前説明会のご参加に限り、
免除させていただきます。

※更新情報は随時公式Facebookで発表いたします。

お問い合わせ

ママ100ブース


