
2021年 1 月 16 日（土）17日（日）、23日（土）24日（日）、30日（土）31日（日）
各日 11：00～16：00

＠ラ チッタデッラ

ママブース出展案内

HAPPY MAMA petit

×

チッタシルバニアタウン



ママブース 開催概要

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。

今回は、そんな「 HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 」のママブー
スが「チッタシルバニアタウン」に、初コラボ出展いたします。

「 HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 」をたくさんの方に知ってい
ただく為、出展するみなさんの活躍の発表の場として、楽しく開催して
まいります。

HAPPY MAMA petit × チッタシルバニアタウン

日時
2021年1月16日（土）17日（日）

23日（土）24日（日）
30日（土）31日（日）

各日11：00～16：00

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



ママブース お申し込み概要

「HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI」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発表できる
場を、今回、「チッタシルバニアタウン」へのコラボ出展「ハピママプチ」のママ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ご活用ください。

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。

➢ 名称 ： HAPPY MAMA petit ママブース

➢ 実施時期 ： 2021年1月16日（土）17日（日）、23日（土）24日（日）、30日（土）31日（日）の6日間

各日11:00～16:00

※雨天決行・荒天中止

➢ 実施場所 ： ラ チッタデッラ内（当出展案内10ページ参照）

➢ 出展料 ： 出展日数により料金が異なります。詳しくは次のページをご確認ください。

➢ 提供基本設備： テント1基(W2,000×D2,000mm)、長机（W1,200×D600×H700mm）1台、パイプ椅子2脚、
ママブース出展パス2枚・アルコール消毒液・飛沫対策用シート・テント横幕

➢ 実施内容 ： 手作り品物販、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、ハッピーママフェスタ公式ポータルサイトへでの告知、当施設HPや
SNSでの告知。

お申し込み時に、専用出展申し込みフォームにて、出展詳細情報をご入力いただきます。

出展確定後、メールにて告知用写真をお送りいただきます。事務局よりメールにてご連絡いたします。

※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。



ママブース 応募方法と出展料詳細

➢ 応募方法 ： 事前応募制。
専用出展申し込みフォームから、ご希望の出展日数のチケットをご購入いただきお申し込みください。

https://hmpk-2021-1-mama.peatix.com

規定数に達し次第、受付終了とさせていただきます。

※お申し込み後、出展確定のご連絡をさせていただきます。

出展不可となった場合は、お申し込みをキャンセルさせていただきます。

➢ 募集数 ： 各日8ブース（※1出展者2ブースまで）

➢ 募集期間 ： 2020年11月19日（木）13:00～ 12月3日（木）23:59 まで

➢ 出展料 ： 出展日数により料金が異なります。

1日出展: 4,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 500円プレゼント

2日出展: 8,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 1,000円プレゼント

3日出展: 12,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 2,000円プレゼント

4日出展: 16,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 3,500円プレゼント

5日出展: 20,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 6,000円プレゼント

6日出展: 24,000円 ラ チッタデッラ共通ご利用券 9,000円プレゼント

※当出展案内に記載の料金は、全て税込み価格です。

➢ 注意事項 ： 12月10日（木）10:00～11:30にZoomで開催する「出展者説明会」への参加が必須です。

※本出展案内を守られない方は、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、今後の出展もできません。

事 務 局 ： 出展に関してご不明な点は、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。

ハピママ川崎 ハピママプチ運営事務局 ㈱ウッビースタイル内 責任者：野村

事務局担当スタッフ（happymamafestakawasaki@woo-by.com）
ＴＥＬ：045－442-4105

https://hmpk-2021-1-mama.peatix.com/
mailto:happymamafestakawasaki@woo-by.com


①テント（W2,000×D2,000mm） 1基
②長机（W1,200×D600×H700mm）1台
③パイプ椅子 2脚
④ママブース出展パス 2枚
⑤アルコール消毒液
⑥飛沫対策用シート
⑦テント横幕

提供基本設備
※ブースのイメージ図

ブースイメージ

◆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2,000mm×奥行き2,000mm×高1,800mm)

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、画鋲・テープともにできません。
・テント上部フレームには、商品の陳列はできません。
・ブース位置は運営にて決定し、出展者説明会にてお知らせいたします。
当日の変更もありますので、ご承知おきください。

※お申し込みの際は「出展に関しての諸注意」を必ずお読みください。

※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。



お申し込みに関しての諸注意

・お申し込みは代表者のママ個人からのみ承ります。グループ出展も可能ですが、グループの皆様がママであることを原則といたします。

当日のお手伝いはご友人やご家族（未婚、男性）も可能です。ただし、学生及び18歳以下の方のみがブースに立つことは禁止です。

・会期中は11:00～16:00までブースに常駐、運営をお願いします。

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

・前年度年間売上が500万円（税別）以上の方、及び企業・法人はママブースへのご出展はできません。(別途企業出展をご案内いたします。)

・電源のご用意はございません。

・宗教やネットワークビジネスの勧誘を目的とする出展、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。)

・飲食物の販売、調理行為、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、ヘアメイクやアレンジなど）、

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。

・バルーン装飾や販売、首から上の施術（メイク、首から上のマッサージやツボ押し等）、裸火の使用は禁止です。(お申し込み時に簡単な審査あり。)

・ブースの位置は運営で決定し、12月10日（木）実施の出展者説明会でお知らせいたします。

混雑等のため、当日の変更もありますので、ご承知おきください。

・お申し込みは、出展希望日数の記載があるチケットを専用サイトにてご購入ください。https://hmpk-2021-1-mama.peatix.com

・チケットの購入を進めていくと、出展に必要な情報を記入する専用フォームが出てきますので、ご入力ください。

・お支払い確認後、事務局より出展の可否をご連絡いたします。それまでは出展は確定いたしませんのでご注意ください。

出展不可の場合は、事務局にてチケットのキャンセル手続きをいたします。その場合、お申し込み時にお支払いいただいた料金は払い戻しとなります。

※お支払い方法・キャンセル時のご返金に関しては、チケットサイトの規定に準じます。https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/home 

・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できません。

絵文字などの環境依存文字の使用は禁止です。

・申し込みフォームにて該当する出展種別(ワークショップ・物販など)をご選択いただき、ブース内での展開内容を詳しくご記入ください。

日によって出展内容が異なる場合は、特に、いつ何をするかを必ずご記入ください。

・出展確定後、事務局（happymamafestakawasaki@woo-by.com）からメールをお送りいたします。そのメールへ出展告知用の写真を添付しご返送

いただきます。写真は１０MB以内の正方形1枚です。

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

また、Facebookでのイベント情報の拡散やその他告知に、積極的にご協力をお願いします。

・雨天決行・荒天中止の予定です。中止の場合は、後日振り込みにて出展料をご返金いたします。その際は、事務局より改めて詳細をご連絡いたします。

中止のご案内は、運営で決定いたします。ご自身の判断で出展を取りやめた際は、出展料の返金はできかねますのでご注意ください。

https://hmpk-2021-1-mama.peatix.com/
https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/home
mailto:事務局happymamafestakawasaki@woo-by.com


・当日の受付の場所は、出展者説明会にてお知らせいたします。

・イベント出展者専用駐車場はございません。お近くのパーキングをご利用ください。駐車料金は、ご自身でご負担ください。

・規定時間外の搬入、搬出はできません。

・搬入は、手運びまたは台車にてお願いします。車は敷地内への侵入および敷地付近へ停車しての搬入出は厳禁です。

台車の貸出はありませんので、ご了承ください。

・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。

・金銭授受のあったお客様へは、ショップカードや名刺など、必ずご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。

※プラスチック製買い物袋を使用される際は、経済産業省のガイドラインに従い、有料にてご提供ください。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

出展に関する注意事項

➢ 受付 ： 両日9:30より受付を開始します。 受付場所：Facebook専用非公開グループでお知らせします。
※必ず受付をしてから搬入を開始してください。

➢ 搬入時間： 受付終了後～10:30が搬入可能時間です。11:00のOPENに間に合うよう10:30までに搬入を終了してください。

➢ 実施時期： 2021年1月16日（土）17日（日）、23日（土）24日（日）、30日（土）31日（日）の6日間

各日11:00～16:00（会期中は11:00～16:00までブースに常駐、運営をお願いします。）

➢ 搬出時間： 各日 16：00～1７：30
ブースの片づけが終了したら、スタッフのチェックを受けてから、受付までお越しください。

※各日、お客様数と売上を専用用紙に記入し、受付に出展セット一式をご返却ください。

※新型コロナウィルス感染拡大防止については、当出展案内9ぺージをご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html


・ブース内では必ず、ママブース出展パスを着用してください。

・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。

ママブース出展パスを外し、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。

・ママブース出展パスは、1ブースにつき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。

・消防法により防炎加工の無い大きなクロスやマットの使用はできません。不安な方は事前に事務局までご相談ください。

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。

・会場内へのスプレー缶の持ち込みは厳禁です。

・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、各自持ち帰りをお願いいたします。

・火気厳禁です。見本でキャンドルの点灯などもできませんので、ご注意ください。

・施設内のディスプレイやベンチなどを使用してのご出展は禁止です。

・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。

・有事の際一次避難場所は、アレーナチッタ（フットサルコート）となります。落ち着いて避難してください。

・迷子や落とし物や体調不良の方を発見した際は、運営スタッフまでお願いいたします。ご自身で判断されませんよう、ご注意ください。

・お客様から、施設のことやイベント全体の運営に関することなど、ハピママプチでのご自身の出展に関すること以外を聞かれた場合は、

ご自身で判断されることを避け、必ず運営スタッフにお声がけください。

※少ないスタッフでたくさんの出展者さんへの対応をさせていただきます。

また、皆さんでイベントを盛り上げたいと思っていますので、ご協力をお願いいたします。

出展に関する注意事項



・会期中は、マスクの着用が必須です。

・各日出展受付時に体温チェックをいたします。

体調のすぐれない方、風邪のような症状のある方（とくに37.5度以上の熱がある方）、基礎疾患のある方および不安を感じる方はご参加

をお控えください。風邪やインフルエンザも多い時期でもありますので、各自での感染予防にもご協力をお願いいたします。

・有事への対応として、受付時に当日ブースに立たれる方全員の氏名・ご連絡先をご提出いただきます。

※取得した個人情報は有事の際に法令に従い使用いたします。目的以外での使用はいたしません。

保管期間はご出展後2週間とし、その後は破棄いたします。

・各ブースに、アルコール消毒液を配布いたします。積極的な利用にご協力ください。また会期中は、お客様から見えやすい場所に常時設

置してください。

・各ブースに飛沫対策シートを設置いたします。会期中は常時設置してください。

・ブース内に同時に入れる人数は、原則2名までです。

・会期中体調のすぐれない方は、受付までお申し出ください。自己判断での退場はできません。

主催者判断で出展をお断り、また途中で出展中止になる場合があります。その際の出展料の返金

はありません。あらかじめご了承ください。

・会場施設の新型コロナウイルス感染防止の取り組みについては、事前にこちらをご確認ください。

https://lacittadella.co.jp/news/6937/

※QRコードからも同様のページがご確認いただけます。

新型コロナウィルス感染予防対策について

▲会場施設の新型コロナウイルス感染
防止の取り組みについてはこちら

https://lacittadella.co.jp/news/6937/
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