
2019年5月23日
HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実⾏委員会

子育てをしているすべての“ママ”と、その家族のための全国最大級のフェスティバル

6月1日、2日 ハッピーママフェスタ川崎 イベント詳細決定！
スぺシャルゲストからミニオンまで、楽しく遊べる体験コンテンツが満載

＜PRESS RELEASE＞

“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「ハッピーママフェスタ川崎」。2017年から毎年6月に実施しており、昨年は5万
人以上の来場者数を記録しました。ママやキッズに人気の豪華ゲストが出演するステージ・トークショーのほか、イベントの詳細が
ついに決定！ファミリーで1日中お楽しみいただけるプログラムが満載です！

つきましては、是非ご紹介・ご取材いただきたくご案内申し上げます。ご取材いただける際は、本リリース最終頁の申込用
紙に必要事項を記入の上、お申し込みいただければ幸いです。何卒、ご検討いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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ママ・パパ・キッズに人気のスペシャルゲストをはじめ、お笑い芸人が多数登場！
第1弾で発表した渡辺満⾥奈さん、⼩林よしひささん、久保田雅人さんに加え、スペシャルなゲストの登場が決定いたしました。

雑誌「VERY」などでモデルとして活躍する2児のママであり、日々のライフスタイルを綴ったInstagramも人気の辻元舞さん。昨年第1子を出
産し、明るい笑顔と軽快なトークでTV・ラジオで活躍中の鈴⽊あきえさん。1児のママでありシンガーソングライターとして全国各地でライブを⾏
うkainatsuさん。3児の父親として育児に奮闘、2016年には史上最年少でベストファーザー賞とイクメン オブ ザ イヤーをダブル授賞した
ユージさんが登場、子育てやライフスタイルについて語っていただきます！また、よしもと芸人によるお笑いステージの実施も決定いたしました！
出演者は、ステージ終了後に個別取材も可能です。ご希望されるメディアさまは、申込用紙にその旨をご記入くださいませ。

渡辺 満⾥奈
日時：6月2日（日）15:10〜15:40
内容：スペシャルステージ 〜家族について〜
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

⼩林 よしひさ
日時：6月1日（土）15:45〜16:25
内容：スペシャルステージ 〜トーク＆親子体操〜
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

ユージ
日時：6月2日（日）14:05〜14:35
内容：トークショー
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

鈴⽊ あきえ
日時：6月1日（土）13:20〜13:50
内容：トークショー
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

辻元 舞
日時：6月2日（日）13:25〜13:55
内容：トークショー
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

kainatsu
日時：6月2日（日）12:00〜12:30
内容：ライブステージ
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

久保田 雅人
日時：6月1日（土）14:00〜14:30
内容：スペシャルステージ 〜くぼたまさと⼯作ショウ〜
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

【取材に関して】※ご取材はこちらから事前にご案内をお送りしたメディアさまに限らせていただきます。 ※本イベントで撮影された映像・写真は本イベントの報道を
目的とした使用に限らせていただきます。 ※WEB・携帯サイト上でのフォトギャラリーや写真特集等への使用は禁止とさせていただきます。 ※WEB・携帯サイト上
における有料配信は禁止させていただいております。



チッタウェディング
チャペルにフォトブースをOPEN！家族で記念写真を♪
日時：6月1日（土）11:00〜17:00
日時：6月2日（日）11:00〜16:00
場所：ラ チッタデッラ マッジョーレ3F カぺラ サンタンジェロ 2

よしもと芸人が送るお笑いライブステージ

タケト（総合MC） しゅんしゅんクリニックP ひょっこりはん 北条ふとし ハロー植田 大山英雄 ストロベビーディエゴ

日時：6月1日（土）
12:05〜12:25 しゅんしゅんクリニックP
14:40〜15:00 北条ふとし、ハロー植⽥
16:05〜16:25 大山英雄
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

日時：6月2日（日）
11:20〜11:40 ひょっこりはん
14:40〜15:00 ハロー植⽥、大山英雄
16:05〜16:25 ストロベビーディエゴ
場所：ラ チッタデッラ 中央噴水広場

ハッピーママフェスタ川崎 人気プログラム一覧
全国のハッピーママフェスタ会場で人気のキッズファッションショーや、夢のおしごと体験、大人気キャラクター・ミニオンのスポーツアトラク

ションなど、ファミリーで1日中お楽しみいただけるプログラムが満載！
当日、プレス受付後は会場内をご自由に撮影していただけます。インタビュー撮影等も可能です（お客様の同意必須）。

キッズファッションショー
一般公募から選ばれたキッズ達がランウェイを歩きます！
日時：6月2日（日）15:00〜
場所：川崎アゼリア サンライト広場

ミニオンズランパーク
7月28日（日）開催「ミニオンズラン川崎」のPRイベント
「ミニオンズランパーク」がハピママ川崎に初登場！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ チネチッタ通り

ルフロン キッズプレイランド
ペダルのない自転⾞“ストライダー”の体験イベントなど
日時：両日
場所：川崎ルフロン

アゼリア キッズジョブ
お店やインフォメーションのおしごと体験ができます
日時：両日 時間はプログラムによって異なります
場所：川崎アゼリア内 場所はプログラムによって異なります

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を多数開催！
日時：両日 時間はプログラムによって異なります
場所：ラ チッタデッラ内 場所はプログラムによって異なります

夢のおしごと体験
商業施設の環境を活かし、実際の店舗と連携した企画
日時：両日 時間はプログラムによって異なります
場所：ラ チッタデッラ内 場所はプログラムによって異なります

ママ100ブース
ママたちの得意がいっぱいの楽しいブースがずらり！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ マッジョーレ⼩路沿い、クラブチッタ通り

出演者は、ステージ終了後に個別取材
も可能です。ご希望されるメディアさまは、
申込用紙にその旨をご記入くださいませ。

ハピママ川崎スタンプラリー
会場内でスタンプを集めて豪華賞品が当たる抽選に挑戦！
日時：両日
スタンプラリー用紙配布場所：川崎ルフロン、川崎アゼリア、
ラ チッタデッラ内各ラリーポイント、本部インフォメーション
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企業ブース多数出展
ママにうれしい商品・サービスを揃えた企業ブースが出展！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ チネチッタ通り、アレーナチッタ内

ハピママリユースマーケット
ママからママへ、ベビー・キッズ・マタニティグッズを再利用！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ クラブチッタ通り 特設会場

ハピママベビーシャワー
フォトスポットやおむつケーキワークショップも体験可能！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ アレーナチッタ内
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ママにうれしい、プログラム・コーナーを多数ご用意！

キッズメニュー
シェフたちが腕を振るう、スペシャルメニューが限定登場！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ 飲食店舗 ※一部店舗を除く

授乳／オムツ替えルーム
オムツがもらえるサンプリングコーナーも設置！
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ アレーナチッタ内

託児サービスも完備
6ヶ月〜未就学児を対象に、託児を引き受けます
日時：両日
場所：ラ チッタデッラ ビバーチェ4F ※事前予約制

■イベント・報道・取材に関するお問合わせ
ハッピーママフェスタ川崎 事務局（（株）チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内） TEL：044-233-1934
担当：川辺（ kawabe@citta-ent.co.jp ） ／ 安藤（ ando@citta-ent.co.jp ） ／ ⼩森（ komori@citta-ent.co.jp ）
※本リリースに使用している画像はこちらのURLからダウンロードが可能です。 https://bit.ly/2X3Tj22

【開催概要】
■開催名称 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI（ハッピーママフェスタ川崎／略称：ハピママ川崎）
■開催日時 ： 2019年6月1日（土）10:00〜17:00 ／ 6月2日（日）10:00〜16:00
■開催会場 ： ラ チッタデッラ（神奈川県川崎市川崎区⼩川町4-1）
■開催会場 ： 川崎ルフロン （神奈川県川崎市川崎区日進町1-11）
■開催会場 ： 川崎アゼリア （神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2）
■主 催 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 実⾏委員会

（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 ／ 川崎ルフロン ／ 川崎アゼリア）
■共 催 ： 東京新聞
■後 援 ： 神奈川県 ／ 川崎市 ／ 川崎市教育委員会 ／ 川崎商⼯会議所 ／ 川崎駅広域商店街連合会
■後 援 ： （一財）川崎市保育会 ／ （公社）川崎市幼稚園協会
■協 ⼒ ： アディダスフットサルパーク川崎 ／ テレビ朝日
■WEBサイト： http://happy-mama-fes.com/kawasaki/

“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として、2013年名古屋で初開催。2016年から全国での開催をスタートし、

国内2都市目の開催地札幌に続き、2017年から川崎で開催。昨年は2日間で約5.3万人のママ、キッズ、ファミリーの皆さま

にご来場いただきました。川崎エリアは近年マンション建設ラッシュなどによりファミリー層が急増しており、人口も増加傾向の中

で、地域の発展とともに歩んできた弊社も、ママたちが輝ける環境づくりに積極的に取り組んでおります。家族の中心であるママ

たちの「成⻑」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、そして日本をもっと元気に

することを目指しています。今年も、アクティブなママたちによる新しいムーブメントを、川崎から全国に発信していきます！

ハッピーママフェスタについて

ママにうれしいプログラムやコーナーもさらに充実！お子さま連れでも安心してお過ごしいただけるイベント空間となっております。下記の
ほかにも⺟子⼿帳ご提⽰でプレゼントがもらえる「プレママ応援キャンペーン」や、関⻄旅⾏が当たる抽選会を実施いたします！

mailto:kawabe@citta-ent.co.jp
mailto:ando@citta-ent.co.jp
mailto:komori@citta-ent.co.jp
https://bit.ly/2X3Tj22
http://happy-mama-fes.com/kawasaki/


□ 出席 ／ スチール撮影 あり ・ なし
□ 出席 ／ ムービー撮影 あり ・ なし
□ 取材日時 （ ）
□ 個別取材希望 （ ）

【 日 時 】 2019年6月1日（土）10:00〜17:00、2日（日）10:00〜16:00
【 プレス受付 】 ラ チッタデッラ チネチッタ通り スターバックス前 本部インフォメーション

（神奈川県川崎市川崎区⼩川町4-1）

ハッピーママフェスタ川崎 取材申込書
返信FAX 044-233-8004 

返信期日：5月31日（⾦）18:00まで
子育てをしているすべての“ママ”と、その家族のための全国最大級のフェスティバル

ハッピーママフェスタ川崎 6月1日（土）、2日（日）開催！

貴社名： 部署名：

媒体名：

お名前：

TEL： E-MAIL：

計 名様

・JR東海道線・京浜東北線・南武線川崎駅から徒歩５分
・京急川崎駅から徒歩５分
※駐⾞場のご用意はございません。

【 アクセス 】【 備考欄 】

■イベント・報道・取材に関するお問合わせ
ハッピーママフェスタ川崎 事務局（（株）チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内） TEL：044-233-1934
担当：川辺（ kawabe@citta-ent.co.jp ） ／ 安藤（ ando@citta-ent.co.jp ） ／ ⼩森（ komori@citta-ent.co.jp ）
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※ご取材はこちらから事前にご案内をお送りしたメディアさまに限らせていただきます。
※本イベントで撮影された映像・写真は本イベントの報道を目的とした使用に限らせていただきます。
※WEB・携帯サイト上でのフォトギャラリーや写真特集等への使用は禁止とさせていただきます。
※WEB・携帯サイト上における有料配信は禁止させていただいております。

mailto:kawabe@citta-ent.co.jp
mailto:ando@citta-ent.co.jp
mailto:komori@citta-ent.co.jp

