


イベントの目的

動物の愛護と適切な飼育について関心と理解を深めるきっかけの場として「人間と動物のより良
い共生社会」を目指すことを目的とし開催します。

主に家族で楽しみながら動物と触れ合える内容の企画を盛り込みます。

可愛らしい動物のハンドメイド雑貨、ペットグッズ＆オーナーグッズ、大人から子供用まで取り扱っ
ている洋服、本格炭火焼き鳥、唐揚げ、ラーメンといった飲食店の出展。出し物として子供達に
よるダンス・空手演舞、よさこい踊り、動物をモチーフとした物つくり体験、プロマジシャンによるマ
ジックショー、縁日、犬猫との触れ合い・犬のお散歩体験、動物の朗読劇、ドッグスポーツショー、
獣医師による無料相談会などを行います。



動物を飼育しようとする人への動物保護活動の啓発
動物の特性を理解し、楽しく暮らせるための情報の提供
動物保護団体の活動支援と場の提供
チャリティー物品販売の場の提供
SDGs達成及び、動物愛護法への理解推進のための啓発活動

開催名 ： すまいるフェス2020 in 練馬
開催日 ： 2020年4月11日（土）・12日（日）
時間 ： 11日(土)（11：00～18：00） /  12日(日)（10：00～18：00）
場所 ： 都立光が丘公園 けやき広場 ※東京都練馬区光が丘4-1-1
主催 ： 一般社団法人RENSA すまいるフェス実行委員会
協賛 ： 練馬区保健所
後援 ： 東京都(予定)

開催概要

イベントの内容



開催場所：御徒町南口駅前広場
2017年 後援：台東区
2018年 共催：台東区
2019年 共催：台東区 後援：東京都
開催日：2017年10月21日(土)・22日(日)

：2018年5月3日(木)・4日(金)・5日(土)
：2019年5月3日(金)・4日(土)・5日(日)

一般の方との交流
子供達によるダンスショー ゆるキャラ大集合
プロマジシャンによるマジックショー ドックスポーツショー
体験型展示
保護犬・保護猫とのふれあい 獣医師による犬猫〇×クイズ
聴導犬・聴導犬のデモンストレーション
啓蒙
地域猫活動について ペットの同行避難
保護犬・保護猫について

2019イベント内容

過去実績



印刷物
台東区広報媒体10万部 台東区内掲示板 台東区内動物病院 台東区掲示板 荒
川区内動物病院 東京メトロ 主要沿線駅構内・構外 JR東日本 主要沿線駅構内・構
外 各種ショップ店頭

インターネット
台東区HP Ｊ：COM台東 アイペット保険HP 獣医師広報 ペットと一緒HP

2019実績 詳細まとめ

来訪者数
約35,000人/3日間

出展者：26社
協賛企業：14社
協力企業・団体：15社
参加保護団体：11団体

2019展開プロモーション



松坂屋 クリロン化成株式会社 往診わんにゃん保健室 三幸医化学薬品株式会社 花やしき
浅草ROXまつり湯 浅草十和田 仲見世菊水堂 Tokyo cruise 株式会社ラルゴ 株式会社日本
ワイドコミュニケーションズ 株式会社日本ペットシッターサービス 株式会社アメージングデザイン
株式会社アールラーニング nuance 有限会社ターレス とまと情報株式会社 株式会社スリィ・
ウェイブ 株式会社プラシス 株式会社Life Foundation 株式会社アフェックス ラーニングス合
同会社 株式会社アイテム 正直屋グループ 大森ペット霊堂 株式会社GYD 生協 パルシス
テム 株式会社エルアウラ アウルプロパティ いなばペットフード株式会社 株式会社サン・クロ
レラ 有限会社アカナファミリージャパン 株式会社テクネス アンフィニクリエイションズ株式会社
株式会社ビーワン 一般社団法人動物対話協会 株式会社エルピープロ 中央コンピューター
サービス株式会社 アエスト株式会社 協同組合親愛トラスト Dog Life 細田歯科医院 株式
会社ソフトウェアビーンズ グローディア株式会社 川口建設株式会社 株式会社システムライン
ネスレ ピュリナ ペットケア ※順不同

NPO法人わんずぺ～す NPO法人日本動物生命尊重の会 公益財団法人神奈川県動物愛護
協会 一般社団法人ワン・モア・フィールド NPO法人Wonderful Dogs 地域猫活動学習リーグ
すみだ地域ねこの会 猫のゆりかご ならしの地域ねこ活動 NPO法人ふなばし地域ねこ活動
チームSLP 保護猫カフェ ネコリパブリック 認定NPO法人TSUBASA 動物保護団体Reef Knot
NPO法人あひるネットワーク 公益社団法人日本聴導犬推進協会 NPO法人ねこけん

※順不同

今までご協力頂いた企業様

今までご参加頂いた団体様



▮来園者数：約375,607人 ※2018年度4月実績 光が丘管理事務所資料より
▮イベント時来場者数：土曜日約20,000人 日曜日約30,000人 ※光が丘管理事務所報告値
▮公園面積：607,824㎡ ※都内公園で4番目の広さ 5位：代々木公園540,529㎡ 6位：上野
恩賜公園 538,507㎡
▮アクセス：都営地下鉄大江戸線『光が丘駅』 徒歩8分

東武東上線『成増駅』 徒歩15分
東京メトロ副都心線『成増駅』 徒歩15分
東京メトロ有楽町線『成増駅』 徒歩15分
園内駐車場：251台

すまいるフェス2020会場 けやき広場 特性

光が丘駅に繋がる公園の玄関部に、イベントの開催場や特撮の撮影場所として有名
広場に隣接して、光が丘体育館、光が丘図書館等の大型施設が併設

噴水広場 シンボル的なイベント広場

4月の花見シーズンには10万人超

公園入口 光が丘体育館光が丘団地に囲まれた公園

都立 光が丘公園 概要



至 光が丘駅

開催場所 けやき広場



至 光が丘駅

飲食(テント)
飲食(キッチンカー)
物販（テント）
物販(テント無し)

Ｌ

Ｌ

メインステージ

フリーフリー フリーフリー
Ｍ

出展エリアは確定したものではありません

出展エリア



出展料金について(物販)

小間 付帯備品 面積 料金(税込)

テント有り

(Ｌ)

※複数店での出展可能です

・テーブル
1800mm×450mm

・椅子 2脚
2.7m×3.6m

1日：22.000円
2日：37.000円

テント有り

(Ｍ)

※複数店での出展可能です

・テーブル
1500mm×450mm

・椅子 2脚
1.5m×1.5m

1日：12.000円
2日：20.000円

テント無し

(Ｌ)
※複数店での出展可能です
テント・椅子・テーブル持ち込み可能

無し 3m×3m

1日：7.000円
2日：12.000円

テント無し

(Ｍ)
※複数店での出展可能です
テント・椅子・テーブル持ち込み可能

無し 2m×2m

1日：4.500円
2日：6.500円

飲食はテント有り「Ｌ小間」のみの出展になります
1テント内で1品目のみになります(飲料除く)



2.7m

3.6m

Ｌ

M

小間面積に関して
<テント有り>

2店で1テント

①

②

1.5m

1.5m ①

4店で1テント

④ ③

②

複数店での出展可能です
注)飲食はL小間のみになります



2m

1区画 3m×3m 1区画 2m×2m

小間面積に関して
<テント無し>

2m

複数店での出展可能です
テント・椅子・テーブル持ち込み可能です

Ｌ
M

3m

3m ① ①



追加備品関して

テーブル一卓
一律
1.650円(税込)/2日間
(サイズ ①幅1.800mm ②幅1.500mm)

(奥450mm×高さ700mm)

パイプイス一脚
550円(税込)/2日間
(幅448mm×奥465mm×高735mm)

電源 単相100V 1.5kwまで
9.500円(税込)/2日間

注)延長コード持参ください



出展に関するお問い合わせは
すまいるフェス事務局まで

info@rensa.or.jp

一般社団法人RENSA    http://www.rensa.or.jp/


