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はじめに

このたび、2018年6月2日（土）、3日（日）の2日間、川崎駅前商
業施設ラ チッタデッラにて2回目となる「HAPPY MAMA FESTA 
KAWASAKI」を開催することとなりました。
HAPPY MAMA FESTAは名古屋で始まり札幌、川崎へと展開を広
げてまいりました。

日本最大級のママイベントとして、全国のママが輝けるフィールド
となることを目指しております。つきましては、 「HAPPY MAMA 
FESTA KAWASAKI」の開催趣旨をご理解いただき、ぜひともご出
展・ご協賛を賜りますよう、お願い申し上げます。

選ばれたターゲット。ダイレクトな手応え。
新規開拓に直結する、意欲的な来場者。

商品販売
家族の中心であり、家庭のCEOといえるママが集う本イベント。
効果的な商品販売が可能です

サンプリング
ブース内でのサンプリングが可能です。
素材ツールや試供品も効率的に配布できます。

セミナーの開催
来場者の属性が特定されているため、効果的なセミナーの実施が可能です。
また、アンケートの回収率も良いことが見込めます。

相談コーナーの開設
「相談コーナー」の人気が高いのもママイベントの特徴のひとつ。
顧客獲得や新規開拓にご活用いただけます。
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開催概要

■開 催 名 称 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 2018

■開 催 概 要 ： “ママと企業と社会を繋ぎ、家族が、日本が、もっと元気になれる場所を！”を

コンセプトに、家事や育児・育自や仕事に一生懸命なママたちを応援する、

ママのためのイベント。

家族の中心であるママたちの「成長」と「輝き」が生まれる空間を作り出し、

ママと家族の「ハッピー」に繋げることで、地域を、日本をもっと元気にすることを

目指す。

■開 催 日 時 ： 2018年6月２日（土）10:00～17:00 ／ 6月3日（日）10:00～16:00

■開 催 会 場 ： ラ チッタデッラ内 各所（川崎市川崎区小川町4-1）

■主 催 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実行委員会

（チネチッタ通り商店街振興組合 ／ 株式会社 チッタ エンタテイメント）

■共 催 ： 東京新聞 ／ 日本財団（予定）

■後 援 ： 川崎市 ／ 神奈川県 ／ 川崎市教育員会

川崎商工会議所 ／ 川崎駅広域商店街連合会

※前回実績

■来場目標 ： 2日間で50,000人
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レイアウトイメージ※前回実績

■協賛社・出展社

※前回実績
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出展料

会場内で貴社商品等のPRやサンプリングが可能です。
※チラシ配布・商品サンプリング・商品展示・映像の上映など

ラ チッタデッラ店舗とのタイアップも可能

¥300,000（税別）/1ブース2.7ｍ×1.8ｍ

アレーナチッタイメージ

備品、装飾、電気等は別途費用が必要になります。

１ 既定の厳守
出展社は、主催者が定める一連の「出展規定」等につて、これを厳守することに同意するものとします。
小間位置の決定は主催者が内容、サービス、申し込み順などを考慮の上決定

２ 出展物
出展物、内容が本イベントの開催趣旨にそぐわない場合は受付をお断りする場合がございます

３ 出展のキャンセル
申し込み後の出展取り消し・解約は原則認めないものとします。
但し、主催者が不可抗力と認め解約を承諾する場合は出展社は下記の通り解約金を支払うものとします。
①イベント本番日から３カ月以降・・・出展料の５０％
②イベント本番日から３カ月前以内・・・出展料の全額

４ 小間位置の決定
出展小間の位置は、主催者が内容、サービス、申し込み順など考慮の上決定します。

５ 禁止行為
裸火の使用は禁止
危険物は原則として会場内に持ち込むことができませんが、展示にあたり必要不可欠で、
所轄消防署の許可を受けた場合は、必要最低限持ち込むことができます。

６ 展示会の中止
主催者は、天災地変その他不可抗力の原因により開催が不適当と判断した場合は、
会期の変更中止をすることがあります。主催者は、これによって生ずる出展者その他の損害については
責任を負わないもととします。

ラ チッタデッラ内ブース出展
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協賛メニュー※過去実績

ステージで貴社の商品PRが実施可能です。
※アレーナチッタ、クラブチッタのステージ想定
実施例）豊島 オーガビッツ スペシャルステージ）

ステージ

¥500,000 （税別） ～

ラ チッタデッラ 店舗コラボ

ラ チッタデッラ内店舗コラボが可能です。
実施例）キューピー ジョッキサラダ

チネチッタ上映前CM チネチッタ内サンプリング

¥500,000 （税別） ～

ご希望の映画の本編上映前にスクリーンにて企業様のCMの上映を致します。
実施例）ゼリア新薬工業

¥200,000 （税別） /全12スクリーン/1W/15秒※詳細はお問合せください
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協賛メニュー

東京新聞ＴＯＤＡＹ

３段 カラー ¥200,000

４面
会場マップ

３面
2日目スケジュールほか

２面
１日目スケジュールほか

１面
ハピママ概要

３段 カラー３段 カラー

３段 カラー３段 カラー

川崎市内で１６万部を発行する「東京
新聞ＴＯＤＡＹ」のハピママ特集号に
御社広告をご掲載頂けます。
特集ページは別途３万部を増刷し、
会場で来場者に配布します。

※紙面は2016年の
ハピママ特集号です

※原稿入稿締め切り：2018年5月17日（木）
※消費税・原稿制作費別途
※広告代理店を通してのお取引とさせて頂きます。その際、別途手数料などはかかりません
※上記の他にも東京新聞ＴＯＤＡＹを活用した御社ＰＲが可能です。営業担当者にご相談ください

東京新聞ＴＯＤＡＹ概要

2018年5月25日（金） ハピママ特集号

・川崎区 70,000部
・幸区 46,000部
・中原区 20,600部
※横浜市鶴見区の特定地域 5,800部

･高津区、宮前区、麻生区、宮前区 17,600部

＜参考＞川崎市内発行部数（ABC2016年7月～12月レポート朝刊）

読売新聞：136,209部(川崎区：21,795部・幸区：18,727部）＜東京新聞ＴＯＤＡＹ
朝日新聞：97,206部(川崎区：8,755部・幸区：10,356部）
毎日新聞：10,137部(川崎区：1,006部・幸区：1,307部)
産経新聞：12,284部(川崎区：1,946部・幸区：1,490部）

※各戸配布の川崎区・幸区では、圧倒的部数を発行しています。

ポスティングエリア
拡大図

■ポスティングエリア
■東京新聞・朝刊に折込

■毎週金曜日発行（月３回）
■タブロイド８ページ／１２ページ

1

３段 サイズ
天地10.5cm×左右25.2cm
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特殊な素材を用いり、何度も取り外しをすることが可能になっております。

¥99,800/2days

Mamaroサイズ：幅1.8m×奥行0.9m×高さ2m

Mamaro室内にて動画の放映が可能です。詳細はお問合せ下さい。

協賛メニュー
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来場者数 ／ 来場者データ

開催日 天気・気温 来場者数

6月3日（土） 晴／25℃ 27,000人
合計

約51,000人
6月4日（日） 晴／25℃ 24,000人

※会場内でのLINEアンケートによるデータ（n=327）

■性別 ■年齢

来場者数

来場者データ

■地域 ■職業
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来場者データ

■イベントを知ったきっかけ■使用している
SNS

■会場内で使用した（予定）金額■会場での滞在（予定）時間

■同伴者 ■第一子の年齢
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前回のプログラム紹介

チッタウェディング
ハピママ初登場のウェディングコンテンツ！

チッタウェディングがママと子どもたち向けの楽しいイベントを企画。

マタニティウェディングについての無料相談会も開催します。

ハピママビューティーサロン
名古屋でも毎年大人気の無料ヘアアレンジコーナー「ハピママ

ビューティーサロン」で、ママスタイリストに“時短テク”を教えてもらうことができます。

キッズメニュー

ママ100ブース
名古屋、札幌で大人気！ママ100ブースを川崎でも開催します！

マッジョーレ棟1階から3階まで続く小路沿いやクラブチッタ通り沿いには、

ママたちの得意分野を活かしたブースがずらり並びます！

ラ チッタデッラ、自慢のシェフがお届けする

安全・安心・絶品メニューをお楽しみください。

ハピママセミナー＆ワークショップ

ママに役立つ・親子で楽しめるセミナーや、シェフから楽しく学ぶ、

試食レシピ付きクッキングスクールを開催。

チッタで夢のおしごと体験
レストランやお花屋さん、インフォメーションなどのおしごとに挑戦！

子どもたちにおしごとの本当の面白さを実感いただきます。

ご参加いただいた子ども達には、チッタから素敵なご褒美を進呈！

フォトスポット・フォト企画
川崎ママブレーンのアイディアが形になりました！

【いいね！】を集めるフォトコンテスト開催!

今回で第5弾となる、「キッズ時計」コラボ撮影会も実施いたします！

ママに優しいサービス
授乳やオムツ替えをいつでもできる「授乳/オムツ替えルーム」や、

お子さまが迷子になってもすぐに見つかる「お子さまシール」の配布、

お子さまをお預かりする「託児ルーム」等、 各種ご用意しています。
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前回のゲスト

スペシャルゲスト（ステージ出演者）

有料エリア（キッズファッションショー）

日本最大級のキッズファッションショー東京トップキッズコレクションと、

ハッピーママフェスタ川崎のコラボレーションによる、スペシャルステージを実施！

協力：Kidsonline

演出：DRUMCAN

企画：株式会社 チッタエンタテイメント

©TTKC



12

前回の様子
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PR

告知物 仕様 掲出・配布期間 掲出箇所

ポスター B2サイズ ／ 150枚 5/8（月）～6/4（日） ラ チッタデッラ施設＋関連施設
JR川崎駅・京急川崎駅ポスター枠
川崎市・川崎区 公共施設各所

関係各所ティザーチラシ B5 ／ 4P ／ 100,000部 5/2（火）～6/4（日）

公式パンフレット
タブロイド判 ／ 4P ／ 30,000部

※東京新聞TODAY抜き刷り
6/3（土）～6/4（日） 会場

公式WEBサイト ラ チッタデッラWEBサイト内 イベントページ 2/18（土）～

交通広告①②
①駅ポスター連貼

②南武線 中吊り広告
①5/22（月）～6/4（日）
②5/29（月）～6/4（日）

①JR川崎駅改札内
②南武線車内

交通広告③

仮囲い出力：6m×3ｍ
ポスター：B1

※川崎市×JR共同のベビーカーマナーUP
＋ハピママ開催告知

5/31（水）～6/18（火）

JR川崎駅 改札正面（仮囲い）
JR南武線各駅ポスター枠1箇所

（川崎・鹿島田・武蔵小杉
・武蔵溝ノ口・登戸・矢野口）

ポスティング ハピママ他、各種告知物 5/29（月）～31（水）
武蔵小杉エリア タワーマンション

2,000軒

告知物一覧

2017 露出量

取材来場媒体数 15媒体

テレビ：露出数 2

テレビ：露出尺 17分25秒

ラジオ：露出数 5媒体

ラジオ：露出尺 -

プリント（新聞・雑誌）露出 17媒体

WEB露出
81サイト

※記事化のみ／リリース掲載のみは含まず

取材媒体・露出結果



株式会社チッタ エンタテイメント
TEL：044-233-1934
Email：event-info@citta-ent.co.jp

各種協賛メニューをカスタマイズしてご提供できます。
お気軽にご相談ください。


