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はじめに 

  

2013年10月10日（木）に、横浜市の大さん橋ホールにて
『HAPPY MEETS×ママまつり 2013 in 横浜』開催！ 

約4,200組10,000名の親子にご来場頂き、 
大盛況で幕を閉じました！ 

 

『ママとママ、企業、行政、NPOがつながるリアルイベント』をコンセプトにした【HAPPYMEETS × 
ママまつり 2013 in 横浜】が10月10日(木)に大さん橋ホールで開催され、延べ4,200組、 
約10,000名のママと子どもたちが訪れました。たくさんのママブース、企業ブースやステージコンテ
ンツが行われ、多くのママ、子どもの笑顔に出会える場となりました。 
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開催概要 
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●イベントタイトル 

HAPPY MEETS×ママまつり 2013 in Yokohama  

～【ヨコハマmamaエンナーレ】つながる・ひろがる・ママのwa～ 

●開催日時  2013年10月10日（木）11:00～16:00 

●会場 大さん橋ホール  〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4 

●入場料 無料 

●企画・運営 ママモエンタテインメント 

●主催 一般社団法人Stand for mothers / NPO法人チルドリン 

●特別協力 公益財団法人 日本財団 

●後援 消費者庁 / 林野庁 / 資源エネルギー庁 / 神奈川県 /  

 横浜市こども青少年局 /公益財団法人 母子衛生研究会 /  

 横浜市産婦人科医会 / tvk                                    以上 順不同・敬称略 

 

 

 

 

 

●メディアパートナー   雑誌「I LOVE mama」 / Hug Mug 

●協力       NPO法人 赤ちゃんファミリー応援隊 / 株式会社ベネフィット・ワン /  

                 ワイワイサポートプロジェクト（横浜読売会） / はぴはぴ    以上 順不同・敬称略 

●出演    阿南久 消費者庁長官 / アブナイカモ / イーオくん /マドロスどーもくん / カラプル 

                 日菜あこ / 大工原里美 / 孫きょう / 細澤渚 / 後藤清安 

横浜市こども青少年局 林野庁 資源エネルギー庁 

神奈川県 



3 

会場について 

名称：大さん橋ホール 
所在地： 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通１－１－４ 
交通アクセス： 
・みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩約7分（3番出口） 
・横浜市営地下鉄/JR「関内駅」下車徒歩約15分 
・市営バス「日本大通り駅県庁前」下車徒歩約5分 
・市営バス「大さん橋」下車徒歩約3分 
・横浜観光スポット周遊バスあかいくつ 
「大さん橋国際客船ターミナル」下車徒歩0分 
・首都高速横羽線 横浜公園ランプから約3分 
・首都高速湾岸線 新山下ランプから約10分 

駐車場：あり （収容台数:400台）  
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会場MAP(屋内) 

林野庁 

神奈川県 
横浜市 資源循環局 
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会場MAP(屋外) 

YOU様エリア 
(車両展示2台) 

パナソニック・サイクルテック様エリア 

I LOVE mama スナップエリア 
ホール出入口 



出展企業・団体 
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協力企業・団体 

以上 順不同 

以上 順不同 



開催概要（ママ出展者一覧） 
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21 

24 25 26 27 

30 31 32 

28 29 

33 
34 

35 36 

1 月の華 

2 似顔絵制作”愛宇絵を” 

3 メンタルアロマテラピー協会 

4 泉水レイ 

5 iCassa 

6 ピオニークローバー 

7 ハワイアンロミロミサロン☆レアキキ 

8 Hawaiian stencil  coco aloha 

9 親子サロン スイートルーム代官山 

10 ウーマンネットアカデミー＆コンサルティング 

11 えいちゃんのおひるねアート 

12 NPO法人日本ベビーサイン協会 

13 ベビーと楽しむ☆寝相アート 

14 I ♥ net  

15 ここラボCLUB 

16 まぁはす ～Make a Happy Smile～ 

17 ひだまりcafe 

18 癒やしin町田 

19 キラキラママワンデイビューティーイベント横浜 

20 ブリランテ・マードレ 

21 eik株式会社 

22 キャリア・マム 

23 ROSE BAY MARKET 

24 KHALARI 

25 誕生学サロン＠横浜 

26 モーハウス 

27 LEAP 

28 CT-Style 

29 ポスチュアウォーキング協会 

30 loveaomori project 

31 bellypha（ベリファ） 

32 ママと子供の自宅パン教室「Sugar」 

33 エネママカフェ 

34 街カフェ大倉山ミエル 

35 アメ細工師 

36 よこはまおやつ 



タイムテーブル 
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12:30-13:30 



ステージ 
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また、HAPPY MEETS恒例の抽選会やじゃんけん大会も行われました。 

今回のイベントにはスペシャルゲストとして、阿南久(あなん ひさ)消費者庁長官にご出演いただきました。 

大塚製薬㈱様による、ソイカラのPRステージでは「知って得するマメ知識」をご展開いただきました。 

ママたちによるステージではオーケストラ、ベリーダンス、授乳ショー、ベビーサインなどが展開されました。 



大塚製薬㈱様  PRステージ 
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大塚製薬㈱様による、ソイカラのPRステージでは「知って得するマメ知識」という題目で大豆についての知
識を観覧者をまじえて勉強するステージをご展開いただきました。 
出演者：大塚製薬㈱様  / 後藤清安 / 孫きょう / 大工原里美 



消費者庁様  ステージ 
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消費者庁様による、ステージでは阿南久(あなんひさ）消費者庁長官にご出演いただき、 
「子どもを事故から守るプロジェクト」のご紹介・テーマソングをご披露頂きました。 
出演者：阿南久 消費者庁長官 / 消費者庁 職員の皆様 / アブナイカモ / 日菜あこ 



企業・行政・NPOブースエリア 
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株式会社ナック 様 

日本生命保険相互会社 様 ヤフー株式会社 様 

森永乳業株式会社 様 

株式会社ローソン 様 Hug Mug 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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パルシステム 様 

ワイワイサポートプロジェクト 様 株式会社ラジカルラボ 様 

大塚製薬株式会社 様 

レック株式会社 様 生活協同組合ユーコープ様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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カリスmama 様 

消費者庁 様 神奈川県 / 横浜市資源循環局 様 

カリスmama 様（収録ブース） 

横浜市こども青少年局/トツキトウカ YOKOHAMA 様 タカラトミー 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 



企業・行政・NPOブースエリア 
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マタニティ＆ベビーエリア 

マタニティ＆ベビーエリア 

ソニー生命保険株式会社 様 

マタニティ＆ベビーエリア（コンビ） 様 

ジオシス合同会社（Qoo10） 様 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 

（チャイルドシートプロジェクト） 様 

（助産師相談コーナー）様 
マタニティ＆ベビーエリア 
（アカチャンホンポ）様 



企業・行政・NPOブースエリア 

16 

企業、行政、NPOブースではママにとって、子どもにとって嬉しいコンテンツを 

それぞれご展開いただきました。 

株式会社八千代ポートリー 様 

株式会社みんなのウェディング 様 

パナソニック サイクルテック株式会社様 カーキュート 様 

株式会社アイケイ 様 

ママスマ 様 



企業・行政・NPOブースエリア 
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日本財団 様 GB MART様 

I LOVE mamaスナップエリア 

マドロスどーもくん カラプル アブナイカモ イーオくん 

キャラクター 

林野庁 木育エリア 



ママブースエリア 

ママの「得意」を表現する場にそれを体験したいママ、興味を持っているママたちが集まりまし
た。 
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受付の様子 

受付は開場前から長蛇の列となりました。また、受付にて先着順におみやげの配布を行い、企業・行政の
方のサンプリング等にもご活用いただきました。 
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スタンプラリー景品交換所の様子 

会場内のブースを回るスタンプラリーを実施、その賞品を多くの企業様にご提供いただきました。 
※一部抜粋 
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抽選会・フィナーレの様子 
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カラプルちゃんも参加してもらい、イベントの一番最後に抽選会を実施。多くのプレゼントの提供を頂き、ママ
達もとても喜んでいました。またフィナーレは出演者、ママ実行委員会が登壇し、来場者に挨拶をしました。 



じゃんけん大会やくじ引き抽選会で豪華景品を獲得したママたち。お子様も一緒に喜んでいる様子で
した。今回も多くの企業様にご提供いただき、ご協力を頂きました。 

抽選会 賞品当選者の様子 



来場者アンケート 
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来場者の年齢 平均 28.8才 

3% 

28% 

32% 

25% 

10% 

2% 

～20歳 21～25歳 26～30歳 31歳～35歳 36～40歳 41歳～ 

n=296 



来場者アンケート 
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70% 

19% 

5% 

3% 
1% 

1% 
1% 都道府県 

神奈川県 

東京 

埼玉 

千葉 

群馬 

茨城 

その他 

n=296 

71% 

20% 

5% 

2% 2% 0% 
当日の交通手段 

電車・地下鉄 

車 

バス 

徒歩 

自転車 

その他 



来場者アンケート 

25 

お連れいただいた 
お子様の人数 平均 1.20人 

平均 1.47才 
n=296 

96% 

4% 

またイベントが開催されたら行きたいですか？  

はい 

いいえ 

31% 

29% 

18% 

9% 

2% 
0% 

9% 

2% 
当日のお子さんの年齢 

0歳 

1歳 

2歳 

3歳 

4歳 

5歳 

妊娠中 

連れて行っていない 



来場者アンケート 
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n=296 


