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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、意欲的な来場者が圧倒的に多いのが特徴です。

はじめに
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“HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI” は2017年にスタートし、

関東圏のファミリー層に根付いた、ママのためのイベントを目指します。

2013年に名古屋でスタートし、日本一の集客を誇るママイベントへ成長しました。

この度、HAPPY MAMA FESTA のスピンオフイベントとして「ハピママプチ」を開催します。

※会場内でのLINEアンケートによるデータ／増減は対前年比

■年齢

来場者データ

-4.2％

+4.2％

+2.5％

－6.0％

+0.7％

+0.6％

+0.5％

+1.7％

■地域 ■職業

+10.7％

-1.2％

川崎区 23.4％ ＋6.0％
幸区 12.2％ ＋3.9％
中原区 3.6％ －0.1%
高津区 2.5％ ＋0.7％
宮前区 1.0％ －0.5％
多摩区 1.6％ ＋0.4％
麻生区 0.3％ ＋0.3％

鶴見区 7.0％
神奈川区 1.4％
港北区 1.6％
その他区 6.2％
※前年比較なし

大田区 6.8％ +2.8％
目黒区 0.4％
品川区 0.9％
その他都内 7.3%
※前年比較なし

※前年比較なし

※前年比較なし

-3.4％

＋6.8％

-3.4％

-1.6％

+1.0％

+0.6％

■性別

HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）
出展案内

2019年ハピママ川崎実績
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開催概要
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■開 催 名 称 ： HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）

■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、HAPPY MAMA FESTA。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します。

名古屋発、全国最大級のママイベントHAPPY MAMA FESTAのスピンオフイベン

トとして開催します。

■開 催 日 程 ： 2021年1月16日（土）17日（日）

1月23日（土）24日（日）

1月30日（土）31日（日） ※全6日間

■開 催 時 間 ： 11:00～16:00

■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

（株式会社 チッタ エンタテイメント／チネチッタ通り商店街振興組合）

HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）
出展案内

シルバニアファミリー35周年を記念した、ポップアップパークと会場であるラ チッタデッ
ラがコラボレーションします。
施設内をめぐるスタンプラリーやラ チッタデッラの店舗と連動したフェア、オリジナルフォ
トスポットなど、ここでしか体験できないコンテンツを用意しています。

チッタシルバニアタウン同時開催
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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です。

ラ チッタデッラ施設内 ブース出展

＜出展規定＞

１.規定
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うえ決定します。

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、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2週間前まで・・・出展料の５０％
②イベント本番日から2週間以内・・・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うえ決定します。

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 責任を負わないものとします。

※備品、装飾、電気等は別途費用が必要になります。
※複数ブース出展希望の場合はご相談ください

※1日間のみの出展はご遠慮願います。（例：1月16日（土）23日（土）なども含む）
※新型コロナ対策などイベントガイドに沿った実施をお願いします。

ブース出展
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￥150,000（税別）／1ブース 2ｍ×2ｍ／2日間

￥200,000（税別）／1ブース 2ｍ×2ｍ／4日間

￥250,000（税別）／1ブース 2ｍ×2ｍ／6日間

HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）
出展案内
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出展申込書

会社名

代理店経由の場合
クライアント名

HPアドレス

本社所在地

担当者部署

担当者氏名

連絡先

E-MAILアドレス

出展内容

ブース出展（小間数）

出展金額（税別）

その他内容

HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）に
ブース出展を申し込みます。

会社印
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HAPPY MAMA petit (ハピママプチ）
出展案内
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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。

お問い合わせ先
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