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@札幌ドーム

2017年11月23日（木・祝）　10:00～17:00
24日（金）　 10:00～16:00

ママ100ブース出展案内



ママ１００ブース
「 HAPPY MAMA FESTA SAPPORO 」とは

“ 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、それが HAPPY MAMA FESTA です。

“ HAPPY MAMA FESTA ”は2013年に名古屋でスタート。 日本一の集客を誇るママイベントへと成長し、昨年2016年には「札幌」にて開催。
今年2017年、関東圏では初となる「 HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 」を開催。
そして札幌ドームにて２回目となる「札幌」開催が決まりました。
「HAPPY MAMA FESTA SAPPORO 」は北海道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になることを目指します。

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。

今後もさらにパワーアップし続ける “ HAPPY MAMA FESTA ” に是非ご参加ください。



ママ１００ブース

HAPPY MAMA FESTA SAPPORO 2017 「ママ100ブース」

2017年11月23日（木・祝）10:00〜17:00　11月24日(金)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。 

札幌ドーム内 

１００ブースを想定

９,０００円／1ブース（2日間通し料金） 　※８月10日(木)までに ゆうちょ銀行 口座へご入金をお願いいたします。

　　　　　

長机（W1800mm×D450mm×H700mm） 1本、 椅子 4脚、 ママ100ブース出展パス（2日間通し） 3枚

① 電源設置 1,000円／1口（1500Wまで）　 

② 駐車証（11/22〜11/24 3日間有効）1,000円／1枚（1台）

③ 追加パイプ椅子 300円／1脚　

④ 追加長机 1,000円／1本

　※ 電源・駐車証は1ブースにつき1つしかお申し込みできません。

ハンドメイド品などの販売、マッサージやネイル、占いやセラピーなどのブース、 親子で参加できるワークショップなど

 ※ 飲食物の販売、動物や生物の販売、調理行為は禁止。事務局側が不適切と判断した物の販売、出展はできません。

① ママブレーンを通しての告知

② WEB （公式HP、公式FBなど）告知

ママ100 札幌事務局 

事前応募制

インターネットの申込フォームにて応募。 

※応募多数の場合は抽選となります。

1団体3ブースまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※当出展案内に記載の料金は、全て税込価格です。

■ママ100ブース申し込み概要

■名   　　称：

■実 施 時 期： 

　　　　　　　 

■実 施 場 所： 

■規   　　模：

■出   展   料：

■出展料に含まれるもの：

　　　　　　　

■オプション：

　　　　　　

■実 施 内 容：

■募 集 方 法：

■事   務   局：

■応 募 方 法：

■申 込 上 限：

「HAPPY MAMA FESTA SAPPORO 」では企業ブースだけではなく
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。
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基本設備・電源使用について

床面
（2000mm×2000mm）

■出展ブース詳細

※基本備品の「机・椅子」は事前に不要とわかれば設置しないことも可能です。
ただし、不要の場合でも出展料の減免はできかねますので、あらかじめご了承ください。■2016年 開催資料写真（ママ100ブース）

① 長机 （ 横1800mm×奥行450mm×高さ700mm ） ×１本
② パイプ椅子 ×４脚
③ ２日間通しのママ100ブース出展者パス ×３枚
（例：３ブースお申し込みの場合は、IDパス９枚となります。）

◉電源の使用について
・電源（100V-15A）1500Wタップや延長コードを持ち込んでのタコ足配線は禁止です。
・使用する電気機器の電気使用量の合計が1500Wを超えないようにしてください。
・電気使用申し込みは1ブースに１口のみとさせていただきます。
・掲出物の床面への貼り付けは弱粘性のものを使用してください。
　※場合によっては、清掃費の請求が発生いたします。
・ブースの位置は、8月23日（水）のブース位置抽選会にて決定いたします。
　（ブース位置の抽選は、通常出展と電源使用出展の２種類に分かれて行います。）

※「出展に関する注意事項」を必ず熟読の上、ご応募くださいますようお願いいたします。
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■お申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。

　※実施サポート、当日のお手伝いは友人、家族（未婚、男性）も可能です。お子様連れでも構いません。

・会期中は10:00〜17:00（最終日は16:00）までブースに滞在、運営をお願いいたします。

・２日間通してブースを必ずオープンしてください。

・ブースは１団体3ブースまでの出展に限らせていただきますので予めご了承ください。

・前年度の年間売り上げが500万（税別）以上の方、及び企業、法人は、ママ１００への出展はできません。

　（出展をご希望の方は、別途企業出展案内をご案内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を目的とする出展、個人情報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。）

・大量生産品、リサイクル品、コピー製品、販売許可のな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、化粧品など）、

　違法性のあるもの、及び主催、運営側が不適切と判断した物の販売、出展はできません。

・著作権および商標権を有した作品や素材などを使用した二次創作物の販売などの行為はできません。

・ブース出展ご希望の方は、公式ホームページより「ママ１００ブース申込みフォーム」にご記入の上、ご応募ください。

　（申込みの受理が出展の決定ではありませんのでご注意ください。※出展内容の審査を行わせていただきます。）

・出展応募の締め切りは7月26日（水）となります。

・審査後、主催者より「ブース位置抽選会、出展者説明会について」「出展料の入金先など」を記載したメールを送信します。

・出展許可通知が届いた方のみ出展できます。　※通知予定日：7月31日（月）

・出展料の入金期限は8月10日（木）となります。　※期日までに入金がない場合は出展取消とさせていただきます

※① 出展料の入金後のキャンセル、返金はできませんので予めご了承ください。

※② 出展申込み時には「①出展名、②出展内容、③写真」をご用意の上、申込みください。（詳細は別紙参照）

※③ 提出いただいた紹介写真や、主催者が撮影した写真、映像は今後の広報活動（印刷物、テレビＣＭ等）に使用させて頂く場合がございます。

　　 なお出展者は広報活動に係る目的の著作権、著作者人格権、肖像権その他の権利を行使しないこととします。予めご了承ください。

・ブースの位置は、8月23日（水）のブース位置抽選会、出展者説明会にて抽選を行い、決定いたします。

・参加できない方は代理の方が出席してください。

　やむをえない場合に限り、委任状を事前提出いただければ、事務局員が抽選代行いたします。

・指定期日までに出展料の入金がお済みではない方、抽選会当日の参加ができず委任状の提出がない方は、出展辞退となります。

・ブース位置の抽選は、通常出展と電源使用出展の２種類に分かれて行います。

　　　　　※当日は、会場にてネイルやヘアメイク、エステなどの無料ブースが実施される場合がございますので、予めご了承ください。
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■出展に関しての注意事項

・申込み時に登録した出展名、内容、写真などの情報は、ウェブサイトや、来場者向けパンフレットなどに掲載されます。

　１申込みにつき掲載される情報は１つ（出展名、出展内容、写真など）となります。

　写真画像などを含め申込み以降は情報の変更ができませんので予めご了承ください。

・出展申込みに虚偽があった場合や開催当日に出展内容と異なるもの、イベントの趣旨に沿わないものを実施していると運営側で判断した場合、

　出展をお断りする場合があります。 ※出展料納入後の返金はいかなる場合も行いません。

・郵便、宅配便の遅延や交通トラブルなどの発生について、主催者は一切の責任を負いません。

・ブース内での置き引き、盗難、万引き、紛失、事故など、お客様や他の出展者とのトラブルなどに関して、主催者は一切の責任を負いません。

・お金の授受および個人情報をいただいたお客様へは、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。

・開催中、開催後の返品および交換、質問やクレームなどは、出展者の責任において誠実に対応してください。

・お客様との精算は、各ブース内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。

・お釣銭やお持ち帰り袋も各ブースにて準備をしてください。

・ブース内では、ママ１００ブース出展者パスを必ず着用してください。　※ブース以外では、パスを外しての行動をお願いいたします。

・ブース位置、出展者パスの第三者への譲渡、売買は禁止します。

・お客様からは、出展者もイベントの一員として見られます。当イベントの一員として、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ないようにしてください。

・お子様を連れての出展は可能ですが、オムツ替えや授乳は、会場内所定の場所にてお願いいたします。

・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ないように準備をしてください。

・お客様へアルコールやオイルなどを使用する際は、必ず使用内容を通知し、同意後の使用を厳守してください。

・開場時間前の販売行為は禁止です。

・定められたブースをはみ出しての陳列、販売などの行為は禁止です。

・商品を、直接床にお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、景観および消防法の兼ね合いにより禁止とさせていただきます。

・騒音、悪臭、強引な販売などの迷惑行為、また他の出展者への迷惑行為は禁止です。

・火気、スプレー、危険物の持ち込み、使用を禁止します。（使用希望の方は事前に事務局へお問い合わせください。）

・荷物の保管場所はございません。

・出展者の託児所スペースのご用意はございません。

・ブース内で発生したゴミなどは必ず各自でお持ち帰りください。

・会場内フェンス、コンクリートなどの汚損、会場備品の破損などをされた場合は、現状復旧にかかる実質費用を負担していただきます。
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※出展料未納の場合は、抽選会に参加できませんので予めご了承ください。 
　出展料は、8月10日（木）までに指定先へ振り込みください。

2016年6月15日(水)に「ブース位置抽選会・出店者説明会」を実施いたします。（場所・時間は調整中）

【抽選方法】
!"受付の際に抽選順を決定させていただきます 。（※1）
2.抽選では、ブースの割振り順を決定させていただきます。
3.予め決められた「割振り開始位置」より抽選で決定した割振り順でブースを割り付けて行きます。
※電源を使用される出店者は、電源使用エリア内でブース位置の割振りを行う場合があります。

ブース割順路

決決 決決

こちらに割振ります 次の方で1ブースの出展者がこちらに
入ります。

【 ブース割振り時の注意事項 】

・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、

　申込ブース数によって若干前後する可能性があります。

（並びで残り1ブースとなっていて、2ブースでの申込の場合など 下図参照）

【 抽選方法 】

1.受付の際に、くじにて「ブース位置抽選」を行う順番を決めさせていただきます。

2.ブース位置抽選を行い「開始位置」より抽選で決定した順にブースを決めていきます。

※電源を利用される出展者は、電源利用エリア内での抽選となります。

2017年8月23日（水）に「ブース位置抽選会・出展者説明会」を実施いたします。（場所、時間は調整中）

（7月31日（月）〜8月2日（水）に、開催場所を含め出展者許可メールを配信予定です。）

■ブース位置抽選会について
※ブース位置抽選会・出展者説明会の出席の前に必ず「お申込みに関する諸注意」をお読みください。
※更新情報は随時公式Facebookで発表いたします。
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　6月27日（火） 出展応募受付開始

　7月26日（水） 出展応募締め切り

　7月31日（月） 出展許可通知メール発送（予定）

　8月10日（木） 出展料振込み期限　　※期日までにお振込みを確認できない場合は、8月23日（水）抽選会に参加できません。

　8月23日（水） ブース位置抽選会・出展者説明会（ ※場所、時間は調整中 ）

　　　　 ※抽選会当日、欠席される方は事務局へ欠席届をしていただきます。抽選の代行は当日、事務局員が抽選代行いたします。

 11月22日（水） 搬入日

 11月23日（木・祝）〜24日（金） 「HAPPY MAMA FESTA SAPPORO」当日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※更新情報は随時公式Facebookにて発表いたします。

2017年

2017年

■今後のスケジュール

① 出展名

② 出展内容（簡易告知用：30文字まで、告知掲載用：200文字まで）２種類

③ 写真（正方形 １MB以上2MB以内）

※応募時に、ご記入いただいた内容は変更できません。

※写真は正方形であれば、複数の写真をコラージュしていただいても構いません。

※サイズが小さいものは画像が荒くなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■応募時にご用いただきたいもの

出展に関してご不明な点はママ100札幌 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 １１：００〜17:00 です。
２営業日以内に、お返事をいたします。

ママ100札幌 運営事務局
株式会社ハンドクラップ 内 責任者：斉藤　および事務局スタッフ
メールアドレス：mama100sapporo@handclap.jp
TEL：011-615-1550

■お問い合わせ


