
子育てをしているすべての“ママ”と、その家族のための国内最大級のフェスティバルが、関東初開催！

6/3（土）4（日）開催『ハッピーママフェスタ川崎』のプログラムが決定！

EXILE ÜSA／大島美幸／Crystal Kay 出演決定!!

＜PRESS RELEASE＞

2017月5月12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（理事長：猪熊俊夫）で組織する

ハッピーママフェスタ川崎実行委員会は、国内最大級のママのためのイベント『ハッピ

ーママフェスタ川崎／略称：ハピママ川崎）』を開催。この度、スペシャルゲストとプロ

グラム内容が最終決定いたしましたので、お知らせいたします。

先日人口150万人を突破し成長著しい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するイベントですので、是非ご期待ください！

ハピママ川崎 スペシャルゲスト発表第2弾！

スペシャルゲストとして、EXILE ÜSA、大島美幸が出演!!
既に発表しているスペシャルゲスト、ファッションモデルの岩堀せりさんに加えて、EXILE ÜSAさんと、森三中の大島美幸さんの出演が決定！

EXILE ÜSAさんは、現在自らが出演中のNHK Eテレ『Eダンスアカデミー』の公開スペシャルステージに登場し、会場でダンスレッスンを展開します！森三中の

大島さんは、ファッションエディターの小脇美里さんと共に「大島美幸＆⼩脇美里のママ会へようこそ！」と題して、参加者から募集した質問やテーマについてママな

らではの視点で語るトークショーを展開します！
【開催概要】
＜『Eダンスアカデミー』スペシャルステージ＞
■開催日程： 2017年6月4日（日）15:15～

■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： キッズダンス番組の公開収録

■出 演 ： EXILE ÜSA、Eダンスキッズ
■企画協力： NHK Eテレ『Eダンスアカデミー』

＜大島美幸＆小脇美里のママ会へようこそ！＞
■開催日時： 2017年6月3日（土）14:55～
■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： ママをテーマにしたトークショー
■出 演 ： 大島美幸、小脇美里

司会進行：タケト
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EXILE ÜSA（パフォーマー）

2001年「EXILE」のPerformerとして､「Your eyes only～曖昧な僕の輪郭～」でデビュー。

Performer以外にも､2006年6月、舞台「The面接」に出演､劇団EXILEでは2007年の
「太陽に灼かれて」､2008年の「CROWN」に出演するなど､役者としても活動。2009年「北の国
から」の杉田成道氏 演出・芥川賞作家 唐十郎氏作品 舞台「蛇姫様-わが心の奈蛇-」にて初単
独主演をつとめた。
さらに､本場NYのダンサーの実力にも劣らない独特のダンスセンスを持つÜSAは､日々"DANCEの
ROOTS"を追求。 2006年より「ダンスは世界共通言語」をテーマにDANCE EARTHの活動を
開始し、世界各国の踊りを直に体感する旅に出る。これまでに約20カ国のその土地由来のビート
を乗りこなし、そこで得た経験を基に書籍、絵本、舞台、映像作品の制作など様々な形で自身の
想いを発表している。2013年からは「DANCE EARTH JAPAN」と題し、日本全国の祭りに参加
し日本を踊る旅を開始。

また2013年から楽曲ごとにメンバーを変えてDANCE EARTHの想いを音楽で表現していた
「DANCE EARTH PARTY」を、2015年よりEXILE TETSUYA、Dream Shizukaを
正式メンバーとして迎え本格始動させ3人による新たな音楽の旅をスタートさせる。
2017年2月1日にはDANCE EARTH PARTYとして初めてのアルバム「Ⅰ」(読み方：ワン)を
リリース。2017年10月には幕張海浜公園Gブロックにて第2回目となる「DANCE EARTH 
FESTIVAL2017」を開催。

大島 美幸（森三中／芸人）

1998年、森三中としてデビュー。女性お笑い芸人・タレントとして活躍。
2002年、交際0日で放送作家の夫、鈴木おさむ氏と結婚。
その後2度の妊娠、流産を経て、34歳の時に「妊活」のために活動を休止することを発表し、
社会的にも大きな話題となった。
その後2015年に妊娠を発表、6月に第一子を出産。
出産後、自身の体験を綴った著書「日本一明るくまじめな妊活本！」も話題となった。
昨年1月に、1年8ヶ月ぶりにレギュラー番組だった「世界の果てまでイッテQ!」で芸人活動に復帰した。

小脇 美里（ファッションエディター）

雑誌エディター業のほか、ウェディングドレスブランドのデザイナー、人気アーティストのスタイリスト、
女優・俳優などの写真集・広告ディレクション、著書出版など多岐にわたり活躍。
2015年に第一子を出産。出産後は整理収納アドバイザ—として、セブン＆アイグループで収納
アイテムをセレクト。2016年「モノトーン収納でラクする片づけ」（⼩学館）を出版。発売後から
大きな話題となり、書店でも完売が続く人気書籍となる。
その後、サンリオ ハローキティの大人女性向けのプロジェクト「TOKYO OTONA KITTY」のアドバ
イザ—に就任するなどさらに活動の幅を広げている。
現在は「ファッションエディター」として、女性の毎日の生活をちょっとHAPPYにするをモットーに様々
なプロジェクトを手がけている。

＜出演者プロフィール＞

今年2月 名古屋開催時のステージの模様

※『Eダンスアカデミー』スペシャルステージについては、NHK Eテレの公開収録となるため、撮影不可。
※個別取材希望については、個別にお問合せください。

ステージプログラム



日本最大級のキッズファッションショーがハピママ川崎とコラボレーション

『TOKYO TOP KIDS COLLECTION』
アーティストライブゲストに、 Crystal Kayの出演が決定！

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』が、

ハピママ川崎とコラボレーション。すでに発表のプログラムに加えて、アーティストライブゲストに

Crystal Kayさんの出演が決定！さらに話題の5歳の天才ドラマーとらたろうくんが登場！

ライブエンターテイメントが、ファッションショーをさらに盛り上げます！

【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

■スペシャルステージ：オーガビッツステージ

■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
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パパ芸人＆パパ漫画家によるパパトークショーを展開！

川島 章良（はんにゃ）タケト 横山了一（漫画家）Shin5（漫画家）

ハピママ川崎のメインステージには、ママだけでなく、各界で活躍している話題のパパたちが登場します！

メインステージ全体の司会進行役として、ピン芸人の傍ら、1児の娘を持つパパとして、『スーパー子育ティナー』を目指し、子育てに関する

資格を取得しながら様々な講演をしているタケトさんと、最近ではパパ芸人として離乳食インストラクター1級、ベビーサインパパアドバイザー講師、

食育アドバイザー、おひるねアート講師の資格を持つ、お笑いコンビはんにゃの川島章良さんが、食育トークショーを開催！また、都内で働く会

社員でありながら、 twitterに投稿した日常が話題となり22万人以上のフォロワーから注目され、2015年に漫画化した作品が異例の累計20

万部を突破した人気漫画原作者Shin5さんと、「息子の俺への態度が基本的にヒドイので漫画にしてみました」などの執筆の傍ら、息子と娘の

二児の子育てを夫婦で分担、仕事と両立している人気漫画家の横山了一さんが登場する、パパトークショーを実施します！

【開催概要②】

■開催名称： 『パパにも言わせてトークショー supported by Between』

■開催日時： 2017年6月4日（日）11:10～

■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

■出 演 ： Shin5、横山了一、 カツセマサヒコ（MC）

■実施協力： Between

様々なパパゲストも登場！

Crystal Kay

1999年「Eternal Memories」でデビュー。2002年に発売した3rdアルバム『almost 
seventeen』が、オリコンチャート初登場2位という快挙を遂げる。
2005年4月よりフジテレビ系ドラマ主題歌となる「恋におちたら」が大ヒット。
2007年6月リリースのアルバム『ALL YOURS』がオリコン1位を獲得した。
2009年9月リリースのベスト・アルバム『BEST of CRYSTAL KAY』はセールス的にも
ツアーも大成功させ、アーティストとして、確固たる存在感を示した。
2011年ユニバーサル ミュージックに移し、移籍第1弾シングル「Superman」をリリース。
2012年には移籍後初のアルバム『VIVID』もリリースのほか、ファー・イースト・ムーヴメント、
ライオネル・リッチーのアルバムへの参加など活動の場を世界へと広げる。

さらに、TETSUYA、NESMITHとEXILE ÜSAが結成した超巨大ダンスプロジェクト
Dance Earth Partyのメンバーとして、1stシングル「イノチノリズム」を2013年にリリース、
同年2月に開催された舞台「Dance Earth ～生命の鼓動～(イノチノリズム)」にも出演。
2013年よりニューヨークにも拠点を移して活動、アーティストとして更なる進化を遂げている。

＜出演者プロフィール＞

MC：カツセマサヒコ

【開催概要①】

■開催名称： 『赤ちゃんのための食育コミュニケーション』

■開催日時 ： 2017年6月3日（土）16:20～

■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

■出 演 ： タケト、川島 章良（はんにゃ）

とらたろう

3歳からドラムコンサートを各地で行う幼稚園児。
過去33回のライブを実施。４歳で著名ドラマー菅沼孝三氏に師事。
X JAPAN「紅」を演奏したYouTube動画で話題となり、
フジテレビ、TBS、テレビ東京の番組に出演。
日本テレビの特集にて、ゆるキャラドラマー、にゃんごすたーと共演。
公式ホームページ：http://dr-tora.com

※個別取材希望については、個別にお問合せください。

※当日の模様はインターネット生配信サービス『FRESH!』にて、生中継いたします。
※個別取材希望については、個別にお問合せください。



商業施設の強みを活かして、実際の施設内店舗で、仕事を体験する

プログラムを実施！参加してくれたお子様には、ご褒美として、オリジナル

グッズをプレゼントします！

※参加無料／要事前予約（WEBサイトにて）

チッタで夢のお仕事体験
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ハピママビューティーサロン
ママになって美容師を辞めてしまった人たちの復職支援を行っている

一般社団法人国際総合ビューティスト協会の協力のもと、

親子でヘアアレンジ体験ができるビューティーサロンを会場内に展開！

ママスタイリストによる、ママのためのヘアアレンジを無料で体験できる、

ハピママ名古屋、ハピママ札幌でも大人気のコンテンツが川崎にも登場です。

実施協力：一般社団法人 国際総合ビューティスト協会 映画館 チネチッタ
館内アナウンスや劇場内の

ご案内を体験

ラ チッタデッラ インフォメーション
メイクして立ち振る舞いを

レッスンし実際にお客様をご案内

チッタ「プレママ応援」キャンペーン
母子健康手帳の提示で、妊娠月齢×￥100分のラ チッタデッラ内で使える

共通ご利用券をプレゼントします！

実際の施設内店舗と連携した、

ママ＆親子で楽しめるセミナー＆ワークショップを実施します！

ハピママセミナー＆ワークショップ
施設内にある幻想的なチャペルで、プロカメラマンによるプチフォトウェディング

を体験していただきます。ドレス、タキシード、お子様用衣装もご用意します！

チッタウェディング体験

実施協力：

フォトスタジオメゾン

（モリノブライズ株式会社）

※参加無料

その他、様々な企画が盛りだくさんのハピママ川崎プログラムについては、公式WEBサイトをご参照ください!!

イベントプログラム

実施協力：

一般社団法人

体力メンテナンス協会

※参加無料

アーティストライブ
話題のラップグループ「P.O.P(ピーオーピー)」で活躍する

双子のMC「上鈴木兄弟」がハピママ川崎のステージに登場！

ママとキッズに認知度が高いラッパーによるライブで、会場を盛り上げます！

めっどmama@ワクチンストリート
予防接種とワクチンに関するママの不安や疑問を解決するステージを展開。

トークゲストには、女性ファッション誌「JELLY」の専属モデルとして活躍中の

ファッションモデルの山本優希さんが登場します！

上鈴木兄弟

上鈴木兄弟は映画『SR サイタマのラッパー』シリーズ全編

において、ラップ監修・指導を担当し、伯周はTKD先輩とし

ても出演。また、NHK Eテレ「ムジカ・ピッコリーノ」「シャキー

ン！（インキー＆ヨーキー、テレコラップ）」、日本テレビ系ド

ラマ「レンタル救世主」、企業CMなどへの楽曲提供・ラップ

監修を務め、幅広い年代にラップを届けている。



6.4（Sun）ラップ アレーナチッタステージ

11:00 0:10
オープニング

MC:タケト×ママ100応援団

11:10 0:45
パパにも言わせてトークショー supported by Between

shin5/横山了一/MC:カツセマサヒコ

11:55 0:50 チッタバスキング　大道芸パフォーマンス

12:45 0:30 絵本男子の読み聞かせ&手遊びイベント

13:15 0:30
スペシャルトークステージ

岩堀せり/MC:タケト

13:45 0:20 お笑い芸人ステージ

14:05 0:50 チッタバスキング　大道芸パフォーマンス

14:55 0:20
ママ美容師による簡単ヘアアレンジショー

国際総合ビューティスト協会 代表理事 日比谷美奈子

15:15 0:40
「Eダンスアカデミー」スペシャルステージ

EXILE ÜSA、Ｅダンスキッズ

15:55 0:05 エンディングステージ

6.3（Sat）ラップ アレーナチッタステージ

11:00 0:05
オープニング

MC:タケト

11:05 0:05 ママ100ブース応援団

11:10 0:20 お笑い芸人ステージ

11:30 0:15
重い病気を持つ子供の家族一人の”生きる”を、もっと支えたい　”もみじの家”とは

国立成育医療研究センターもみじの家ハウスマネージャー 内多 勝康/MC:タケト

11:45 0:30
めっど＠mama  ステージ

ゲストパネラー　山本優希

12:15 0:50 チッタバスキング　大道芸パフォーマンス

13:05 0:30
アーティストライブ

P.O.P（ピーオーピー）上鈴木兄弟

13:35 0:30 絵本男子の読み聞かせ&手遊びイベント

14:05 0:50
100人deバウンスチャレンジ！！@ハピママ川崎

体力メンテナンス協会

14:55 0:40
大島美幸（森三中）＆小脇美里のママ会へようこそ！

MC:タケト

15:35 0:50 チッタバスキング　大道芸パフォーマンス

16:25 0:30
赤ちゃんのための食育コミュニケーション

はんにゃ川島/MC:タケト

16:55 0:05 エンディングステージ
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ステージプログラムスケジュール ※スケジュール、内容、出演者は変更となる場合があります。

6/3（土）メインステージ

6/4（日）メインステージ

6/3（土）TTKC



■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 ／ Mobile:【今井】080-3733-1059 【甲斐】070-3815-6246
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/Sz77sw

【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/

■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、神奈川県、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

■協 賛 ： 豊島／ユーコープ／パルシステム 神奈川ゆめコープ／ほけんのぜんぶ／明治／王子ネピア

アクアクララ／エーエフシー／ギミック／クレディセゾン／コア・ライフプランニング／コスモライフ
シーボン／全国共済／スカイマーク／相日防災／ソニー生命保険／ダスキン／タイムズ24
抱っこひも安全協議会／CHINTAI／TABLE895 KARUIZAWA／東都生協／トーエル
日本ワクチンアクション／ネスレ日本／Patch／VCNC Japan／ホクレン／モリノブライズ
リクルート住まいカンパニー／ワールド・ファミリー

【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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PR事務局 TANK PR 担当：今井・甲斐 行

FAX：03-5469-0680
（電話：03-4330-4469 ／ 携帯：今井：080-3733-1059 甲斐：070-3815-6246）

※なお、ご記入いただいた内容につきましては、今回のイベント出席者のご連絡のみに利用させていただきます。

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

『ハッピーママフェスタ川崎』

□ご出席 □ご欠席
※いずれかの「□」にご記入のほど、宜しくお願いいたします。

希望ご取材日 ： 6/3 ・ 6/4
※いずれかの日にちに○印でお囲みください。

JR東海道線・京浜東北線・南武線
川崎駅/京急川崎駅から徒歩5分

メディア受付

中央噴水広場前

【受付：10:00～】

貴社名

部署名

媒体名・番組名

撮影・取材の有無 ある（ ムービー ／ スチール ） 台 ・ なし

代表者のご芳名 （計 名）

代表者のご連絡先
お電話番号

メールアドレス

ご取材をご希望されるプログラム、内容、出演者などをお書きください。個別取材のご希望もこちらに明記ください。

車両での来場の場合は
施設内駐車場をご利用ください。

※満車の場合は
近隣駐車場をご利用ください。


