
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が、関東初開催！

HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI

（ハッピーママフェスタ川崎） 開催決定!!

＜PRESS RELEASE＞

2017月3月30日

ハッピーママフェスタ川崎実行委員会
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

JR川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』を運営する株式会社 チッタ エンタテイメント（神奈川県川崎市川崎区⼩川町

／代表取締役社長：美須アレッサンドロ）と、チネチッタ通り商店街振興組合（神奈川県川崎市川崎区⼩川町／理事長：

猪熊俊夫）では、全国最大級のママのためのイベント『HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI（以下、ハッピーママフェスタ川

崎／略称：ハピママ川崎）』を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

“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（以下、ハッピーママフェスタ／略称：ハピママ）は、

2013年名古屋で初開催し、昨年から全国での開催をスタート。昨年9月の札幌に続く、3都市目で、関東では初開催です。

川崎エリアは近年マンション建設ラッシュなどによるファミリー層が急増しており、人口も増加傾向となっている中で、川崎の街ととも

に歩んできた弊社としても、ママたちが輝ける空間づくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

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、そして

日本をもっと元気にすることを目指していきます！

川崎のアクティブなママたちによる新しいムーブメントを、ラ チッタデッラから全国に発信していきます！

ハピママ川崎 スペシャルゲスト発表第1弾！

岩堀 せり (いわほり せり)

1977年8月15日生まれ、神奈川県出身。
20歳で雑誌「ViVi(講談社)」専属モデルオーディションに合格後、モデルデビュー。
「GLAMOROUS(講談社)」ではカバーガールとして活躍。
その後も数多くのCM、ファッション誌、イベントなどに出演。

自身の結婚・出産以降は、家庭のことを第一に幅広く活動。
現在は、otonaMUSEのレギュラーモデルをメインに活躍中。

ファッションモデル 岩堀せり がメインステージに登場！
ママ世代憧れの“カッコいいママ”を象徴する存在として、ファッションモデルの岩堀せりさんがトークショーに登場。モデルとして、ママとして、現在のライフスタイルについ

て、様々なテーマで語っていただきます。

【開催概要】

■開催日程 ： 2017年6月4日（日）

■開催時間 ： 未定 ※決定次第、オフィシャルWEBにて発表

■開催会場 ： アレーナチッタ（フットサルコート）内 特設ステージ

■開催概要 ：

トークショー ＝ 出演：岩堀せり、MC（進行役）

【出演者プロフィール】
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日本最大級のキッズファッションショーとのコラボレーションが決定!

『TOKYO TOP KIDS COLLECTION
× HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI』開催

2007年から毎年開催している日本最大級のキッズ&ジュニア

ファッションムーブメント『TOKYO TOP KIDS COLLECTION』。

（トウキョウ・トップ・キッズ・コレクション／以下、略称：TTKC）

ファッションショーとパフォーマンスが融合したエンターティメントショーが、

ハピママ川崎とコラボレーションすることとなりました！

10年間、TTKCを開催してきたステージ演出チームが結集し、

TTKCのコンテンツを凝縮した、スペシャルバージョンで展開します！

ショー出演モデル募集開始！4/1（土）から TTKC WEBサイトにて募集スタート !!

ランウェイイベントが増えてきた現在、TTKCは原点であるファッションショーにこだわりを持ち

続けています。出演モデルの多くが競争率の高いオーディションを勝ち残って選ばれた子供

達ばかり。そんな選ばれた者しか上がる事のできないTTKCのステージは、みんなが憧れるス

テージです。今回限定で開催されるスペシャルコラボファッションショーにおいても、参加モデル

を一般公募いたします！

【応募受付詳細】

■受付開始：4/1（土）

■応募受付：TTKC WEBサイト内 専用応募フォームからご応募ください。

■応募詳細：ハピママ川崎 オフィシャルWEBサイト

http://happy-mama-fes.com/kawasaki/

東京トップキッズコレクション オフィシャルWEBサイト

http://www.ttkc.jp/index.html

【KIDS参加ブランド】

●HYSTERIC MINI

●CHUBBYGANG

●EARTHMAGIC

●RAD CUSTOM

【開催概要】

■開催名称： 東京トップキッズコレクション × ハッピーママフェスタ川崎

■協 力 ： Kidsonline

■演 出 ： DRUMCAN

■開催日程： 2017年6月3日（土）

■開催会場： クラブチッタ

■開催時間： 2部公演（各回90分想定）※お客様入れ替え制

●第1部：開場12:00／開演13:00／終演14:30（予定）

●第2部：開場15:30／開演16:30／終演18:00（予定）

■公演内容： ●KIDS BRAND SHOW（キッズブランドショー）

●JUNIOR BRAND SHOW（ジュニアブランドショー）

●ダンスパフォーマンス

●人気ジュニアモデルによるスペシャルファッションショー

●アーティストライブ or トークショー

【チケット料金】

前売券：大人￥2,000（税込）

：子供（3歳以上～中学生まで）￥1,000（税込）

当日券：大人￥2,500（税込）

：子供（3歳以上～中学生まで）￥1,500（税込）

※入場時にドリンク代として￥500を別途頂きます

※3歳未満入場無料

※オールスタンディング(※中学生以下専用エリア有り）

※並んだ順の入場となります

※再入場可

※チケット発売情報：近日オフィシャルWEB・SNSにて発表

※公演内容は、予告なく変更となる場合があります

【JUNIOR参加ブランド】

●ZIDDY

●DIABLE

●ANAP GiRL

●SISTER JENNI

●CHUBBYGANG

©TTKC

©TTKC

●BeBe

●ANAP KIDS

●FLAKE

●SLAP SLIP

●EARTHMAGIC

●RONI

●BANANA CHIPS

●ALGY

【人気ジュニアモデルによるスペシャルファッションショー】

●ガルマーモデルズ ※参加ブランドは予告なく変更となる場合があります。
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ラ チッタデッラにおいても、ママに優しい施設づくりを推進中
ママたちの声でつくった、ママ向けフロアガイドBOOK 『Maｍma Citta』

レストランやお花屋さん、映画館やインフォメー

ションなどのおしごとに挑戦！

子どもたちにおしごとの面白さを実感して

いただきます！参加者には、チッタから素敵な

ご褒美をプレゼントします！

チッタで夢のおしごと体験

オープンモールである商業施設の強みを活かして、実際の施設内店舗と連携した参加体験プログラムを展開！

そのほか、ママに嬉しい、ママが輝くための、各種セミナーやワークショップイベントも、施設内で開催します！

施設内の⼩路やクラブチッタ通りには、ママたちの得意分野を活かしたかわいいもの、楽しいことがいっぱいに溢れるママ100％の出店ブースが立ち並びます！

ハピママ初の取り組み！

「ラ チッタデッラ」の施設内店舗とコラボレーション!
参加体験プログラム ＆ セミナー・ワークショップ

オリジナルキッズメニュー

ラ チッタデッラ自慢のシェフたちがお届けする、安全、安心、絶品のキッズメニューを、

お楽しみいただきます！

その他、参加体験プログラム ＆ セミナー・ワークショップ、
詳細に関しては、オフィシャルWEB・SNSにてお知らせして
いきます！

ママ100ブース

ハピママ川崎に欠かせない、ママブレーン
ハピママは、ママによる、ママのためのイベントです。これまでの名古屋や

札幌も、ママたちの声とともに作られてきました。

今回の川崎開催においても同様に、ハピママ川崎独自のママブレーンを発足。

メンバーを少しずつ増やしながら、毎月、様々な議論を行っています。

ママたちから集められた様々な意見は、今回の開催における各種イベント

プログラムの企画や、来場者に対するサービスづくりなどに、役立てられています。

またイベント当日の各種プログラム運営に積極的に関わっていただきます。

ラ チッタデッラでは、お子様連れのお客様向けに、ママの声を集めて

編集、制作したフロアガイドBOOK 『Mamma Citta』（マンマチッ

タ）を今月から配布しております。ベビーカーでの館内移動ルートや、

授乳、おむつ替えのできる場所、お子様と一緒に楽しめるおすすめ

スポットやグルメの御紹介など、ママ目線ならではのポイントで編集し

たフロアガイドです。

ラ チッタデッラでは、ハピママ川崎のママブレーンからの意見を活用し

ながら、今後もこうしたママやファミリーに優しい施設づくりを推進して

まいります。

※写真は名古屋開催の様子です。
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■イベントに関するお問合せ
ハッピーママフェスタ川崎 事務局（㈱チッタ エンタテイメント 広報宣伝部内） TEL：044-233-1934

■報道・取材に関するお問い合わせ
ハッピーママフェスタ川崎 PR事務局 担当：今井・甲斐
TEL:03-4330-4469 ／ Mail： imai@tankpr.jp kai@tankpr.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://goo.gl/MFIesp

【開催概要】

■開催名称 ： HAPPY MAMA FESTA KAWASAKI 2017（ハッピーママフェスタ川崎／略称：ハピママ川崎）

http://happy-mama-fes.com/kawasaki/ ※本リリース情報は、3/31（金）10:00に情報UPいたします

■開催日時 ： 2017年6月3日（土）11:00～17:00 ／ 6月4日（日）11:00～16:00

■開催会場 ： ラ チッタデッラ 中央噴水広場／チネチッタ通り／館内各所

■来場者数 ： 50,000人（2日間／想定）

■主 催 ： ハッピーママフェスタ実行委員会

（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）

■共 催 ： 東京新聞、日本財団

■後 援 ： 川崎市

【イベントキービジュアルについて】

ハッピーママフェスタは、多くのママたちの協力を得ながら、作られています。このビジュアル内に登場する⼩物の1つ1つすべてが、ママたちの手によってつくられたもの。

ママたちが作ったものを集めることで、ひとりひとりのママのチカラを集めて作られているイベントであるということを表現しています。
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