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ご挨拶 2016年1月に東京九段下の科学技術館でスタートした	
猫のいない猫好きさんの祭典「にゃんだらけ」。	
個人も法人もハンドメイドも既製品も関係なく、「猫」だけをキーワードに、	
猫に関するあらゆるものが集まる自由で楽しいイベントです。	
	
Vol.2からは会場を浅草の台東館に移し、	
Vol.10まで、年に2回、コンスタントに開催してきました。	
（Vol.10は新型コロナウイルスの影響で、YouTube開催）	
 	
そして、2021年2月20日（土）21日（日）開催の次回は、11回目！	
今まで10回も開催してこれたのは、	
いつも応援してくださる出展者様と来場者様のおかげです。	
心からの感謝をこめ、次回は慣れ親しんだ浅草の台東館から	
ちょっと離れ、新天地である新宿での開催を決意しました！	
	
抜群のアクセス＆利便性を持つ新会場、	
広さは従来のにゃんだらけの2倍以上、	
ペットイベントにはめずらしく夜間も開催。	
今までのにゃんだらけファンはもちろんのこと、	
たくさんの新しいお客様に来場していただける	
まさにスペシャルなにゃんだらけです。 	
	
新型コロナにも、万全の対策で臨みます。	
同会場でTOKYO SAKE FESTIVAL 2020を成功させたコロナ対策チームの	
全面協力をいただき、対策をしていきます。	
	
＊新宿住友ビル三角広場でのにゃんだらけ開催は、次のアニバーサリーまで	
予定がございません。Vol.12からはまた古巣の台東館に戻る予定ですので、	
是非、この機会をお見逃しないようにお願いいたします。	
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Vol.11 
TOPICS 

広 

長

新 

近 

520インチ大型LEDヴィジョンで動画CF放映、天井吊りバトン、	
エントランススペースのポスター掲示等	

出展スペース以外にも多彩な宣伝告知が可能	

会場は、2020年8月にオープンした新宿住友ビル三角広場	

国内最大級の全天候型イベント空間	

天井高約25m／会場スペース3,250㎡／最大収容人数2,000人	

にゃんだらけ初の夜間開催	
初日20日（土）は11:00〜21:00	の10時間営業	

人気のカフェスペースでは、お酒も楽しめます	

都営大江戸線「都庁前」駅0分	

地下鉄丸の内線「西新宿」駅徒歩４分	

JR「新宿駅」徒歩８分	

雨の日も傘いらず	

多 

猫に特化した猫のいないイベント	
来場者の約90％が猫飼育者	

＊猫を飼っている86％＋これから飼いたい3％／来場者の約90％が猫飼育者（＆予備軍）	
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にゃんだらけVol.11開催概要	

タイトル	 にゃんだらけVol.11	

開催日程・時間	 2021年2月20日（土）11:00〜21:00	

2021年2月21日（日）11:00〜17:00	

開催場所	 新宿住友ビル三角広場	

開催スペース	 アトリウム１（2,600㎡）＋	

アトリウム2（350㎡）＋	

アトリウム3（300㎡）＝3,250㎡	

予想出展者数	 300	

予想来場者数	 8,000人	

入場券	 前売券800円／当日券1,000円	

主催	 にゃんだらけ実行委員会	

運営事務局	 有限会社ディリアス	

運営協力	 一般社団法人 公開経営指導協会	

開催概要 

＊新型コロナ感染対策のため、変更になる場合がございます。	 5	



会場全体図 

メイン会場	

エントランススペース	

プレゼントコーナー	

ワークショップ等	

ストック	

スペース	
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来場者の特徴	来場者 

男	
22%	

女	
78%	

10代未満	
1%	

10代	
3%	

20代	
8%	

30代	
24%	

40代	
32%	

50代	
24%	

60代	
7%	

70代以上	
1%	

１匹	
35%	

2匹	
25%	

3匹以上	
26%	

飼っていない	
7%	

昔飼っていた	
4%	

これから飼い
たい	
3%	

5千未満	
21%	

5千~1万	
47%	

1万~1万5千	
16%	

1万5千~2万	
6%	

猫のためなら
いくらでも	

10%	

Vol.9来場者アンケート	
1066枚集計より	

Q.性別	
女性　823　	
男性　228	

Q,年代	
10代未満　5	
10代　34	
20代　88	
30代　259	
40代　335	
50代　251	
60代　74	
70代以上　13	
	

Q.猫を飼っているか	
1匹　373	
2匹　263	

3匹以上　280	
飼っていない　69	
昔飼っていた　44	

これから飼いたい　30	

	
	

Q.一ヶ月で猫のために	

かけるお金	
5千未満 	　201	
5千~1万 	　435	
1万~1万5千	　147	

1万5千~	2万  　   55	
いくらでも　　 92	

	

	
猫を飼っている86％＋これから飼いたい3％	

来場者の約90％が猫飼育者（＆予備軍）	 7	



プレミアムスペース	

付属品	
・背面のオクタパネル（W2970×H2400orH2700）標準設置。	

・テーブル（W1800×D600×H700）　１台	
・パイプ椅子　3脚	

・出展者パス／3枚（マウスシールド3枚付）	
・招待券　5枚	
・搬入搬出用臨時駐車券　各１枚	

　＊駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用ください。	
・来場者全員に配布する会場MAPに、70㎜×49㎜のカラー広告を掲載します	

　＊開催1ヶ月前までに完全版下入稿をお願いします。	
	

間口が広く、スペース内のレイアウト自由。	

前回までの台東館のプレミアムスペースよりも、広さは1,5倍。	

追加オプション（レンタル品／税抜）	
出展お申込時に、フォームにご記入ください。	
・追加テーブル（W1800×D600×H700）／1台3,000	円	

・追加パイプ椅子／1脚700円	
・追加出展者パス／1枚1,000円（マウスシールド付）	

・ギャラリーパネル（W900×H2100	or	H1800）／1枚8,000円	
・三つ折りパーテーション（W1800×H1720）／1台18,000円	
・ストックスペース（1000㎜×1000㎜）／30,000円	

・電源（500wコンセント１個／工事費込）／10,000円	
	

幅3000㎜×奥行き3000㎜。	
来場者にアピースしやすいスペースです。	

出展料と 
条件 

出展料：200,000円（税抜）	
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スペシャル
パック 

スペシャルパック	
スペースだけでなく、ヴィジョン動画CFやエントランススペースへのポスター掲示等をセットに
したスペシャルパックもご用意しております。来場者様のみならず、通路通行者様にも	

御社の商品やサービスをアピールすることができる大変おトクなパックです。 	

ベーシック	 スペシャルプランA	 スペシャルプランB	 スペシャルプランC	

出展料　	
上段：定価	

下段：特別割引価格	

	

200,000円	
1,640,000円	

1,000,000円	
870,000円	

500,000円	
390,000円	

300,000円	

スペース（300×300）	 1	 4	 2	 1	

会場MAP広告スペー
ス（49㎜×70㎜）	

1	 4	 2	 1	

520型大型ヴィジョン

＋モニター2カ所 ＊1	
×	 30秒×48回	

（30分に1回）	
30秒×24回	

（1時間に1回）	
30秒×12回	

（2時間に１回）	

ストックスペース
（100×100）	

×	 4	 2	 1	

バトン（天井吊り広告）
使用　＊２	

×	 バトン7〜17の中から
２つ	

バトン12〜17の中から
１つ	

×	

背面用オクタパネル
設置（W2970×H2400）	

1	 〜4	 2	 1	

エントランススペース
へのポスター掲示＊３	

×	 4	 2	 1	

電源（500wコンセント
１個／工事費込）	

×	 2	 1	 1	

次ページへ続く	

＊１　520インチ大型ヴィジョン＋2055×3651モニター2カ所（エントランススペース）（上映9:00〜21:00）		
＊２　バトン制作は企業様にお願いいたします。デザインをいただき、弊社で制作ことも可能です（料金が発生します）　	
＊３　ギャラリーパネル（W900×H2100orH1800）をご用意しますので、御社のポスターを掲示してください。	

　　　 同じ大きさのパネルや立て看板等を置くこともできます。	
9	



スペシャル
パック続 

ベーシック	 スペシャルプランA	 スペシャルプランB	 スペシャルプランC	

配置場所希望	 ×	 全配置場所内	

希望スペースへ配置	
プレミアムスペース内	

希望スペースへ配置	
×	

エントランススペース
でのチラシ配布・サン
プリング	

×	 ◯	 ×	 ×	

協力企業として御社
名をクレジット	

×	 ◯	 ×	 ×	

テーブル（1800×600）	 1	 4	 2	 1	

パイプ椅子	 3	 12	 6	 3	

出展者パス（同時にス
ペースにいられる人）	

3	 12	 6	 3	

搬出入用臨時駐車券	 1	 4	 2	 1	

招待券	 5	 50	 20	 10	

フェイスシールド	 3	 12	 6	 3	

＊４　プレミアムスペース・会場中央のテーブルスペース配置場所の中から、ご希望の場所に配置いたします。	
ただし、既に他社が決っている場合はご容赦ください。	
＊５　プレミアムスペース配置場所の中から、ご希望の場所に配置いたします。ただし、既に他社が決っている場合は	

ご容赦ください。	
＊６　ポスター、ちらし、チケット、会場配置図等、印刷物に御社名を入れさせていただきます。	

	 10	

＊ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。	



会場配置 
（イメージ） にゃんだらけVol.11会場配置イメージ図	

実際の配置図面は、異なる場合がございます。	

スペシャルプランA	

会場内どこでも希望配置場所に	

配置いたします。	

スペシャルプランB	

プレミアムスペース配置場所の中から	
希望の場所に配置いたします。	 11	



大型 
ヴィジョン 520インチ大型LEDヴィジョン（13m×9m）で、	

御社の動画CFを放映！	

上映場所／520インチ大型ヴィジョン（会場中央）　＋　	
　　　　　　　	2055×3651モニター2カ所（エントランススペース）	
上映時間／9:00〜21:00	

30秒×12回（2時間に1回）	 100,000円	

30秒×24回（1時間に1回）	 200,000円	

30秒×48回  （30分に1回）	 300,000円	

60秒×24回（1時間に1回）	 300,000円	

来場者のみならず、通路歩行中の一般お客様にアピール可能です！ 

＊動画データは、開催一ヶ月前までに完パケで納品をお願いします。	

イメージ	
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ポスター掲示	 エントランススペースへポスター掲示	

御社のポスターを、エントランススペースのギャラリーパネルに展示。 
来場者のみならず、通路歩行中の一般お客様にアピール可能です！ 

ギャラリーパネルには、A0サイズ（w841×1189）のポスターを展示していただけます。	
ギャラリーパネルのかわりに、同サイズの立て看板、パネル等も置くことも可能です。	
＊ポスター制作は、御社でお願いします。	

ギャラリーパネル1台分	 W900×H2100orH1800	 50,000円	

ギャラリーパネル2台分	 W1800×H2100orH1800	 100,000円	

ギャラリーパネル	
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バトン 
(天井吊り広告)  バトン（天井吊り広告）	

最大天井高25mの大空間を飾るバトン（天井吊り広告）は存在感抜群！	

サイズや装飾場所も、バリエーション豊富です。	

バトン7〜9	 幅13500×長さ8050	 1バトン200,000円	

バトン10〜11	 幅11000×長さ16000	 1バトン200,000円	

バトン12〜17	 幅1500×長さ360	 1バトン100,000円	

バトンイメージ	 バトンイメージ	バトン配置場所	

＊バトンは、御社で制作をお願いします。	
＊委員会で制作を承ることができますので、ご希望の場合はご相談ください。	
＊バトンの配置場所等詳細説明をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。 	
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チラシ配布 
サンプリング エントランススペースでの	

チラシ配布・サンプリング	

にゃんだらけVol.11会場内では、	
チラシ配布やサンプリングは、	
会場内のご自身のスペース内でのみ	

可能となっており、通路での配布はできません。	
	

こちらのサービスをご利用いただくと、	
来場者がすべて通過するエントランススペースでの	

配布が可能となります。	
	

御社が配布する場合	

（配布スタッフ2名まで）	
200.000円	

実行委員会が配布する場合	

配布スタッフ（2名）込	
400.000円	

＊ストックスペースを1区画（1000㎜×1000㎜）ご用意します。	
＊配布時間は、イベント開催時間に準じます。	
　→新型コロナウイルス感染対策で、配布時間は変更となる場合がございます。	
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会場内プレゼント協賛	

猫を飼っているお客様に	

来場者の約90％が猫飼育者なので、ターゲットに	

ピンポイントで告知ができます。新商品や押し	

グッズの宣伝拡散にピッタリ！	

猫を飼っていないお客様にも	

30代〜50代の比較的余裕のある女性を中心に、
あらゆる層にアピール可能です。	

今までの配布例：	
化粧品、健康飲料、水素水、
コーヒー、チョコレート、ノー
ト、DVD、食器、ポーチ、雑
誌、家庭雑貨他多数	

会場内に点在するにゃんクイズラリー、にゃんピクボード、アンケート、じゃんけん大会等のプレゼントで、
御社の商品・サンプルを配布させていただきます。配布の際には、	
MC（ステージ配布の場合）やファイル（卓上配布の場合）にて商品説明もいたします。	

プレゼント 
協賛 
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無料	 で御社の商品を来場者に配布します。	
配布方法・配布場所は、委員会にお任せください。	



トートバッグ 
協賛 トートバッグ協賛	

会場入口にて、御社のロゴ（デザイン）入りトートバッグを、にゃんだらけスタッフが
来場者に手渡しで配布します。会場内外で大変目立ち、お客様に大きなインパクト
を与え、宣伝効果は抜群。事前にセットしていただければ、御社のチラシ・パンフ
レットを入れることも可能です。	

＊今までは各日先着でお客様にプレゼントしていたのですが、Vol.11は新型コロナウイルス感染対策のために、
密（待機行列）を避けなくてはなりません。状況によって、枚数と配布方法はご相談させてください。	
＊デザインは御社にお任せいたしますが、どこかに「にゃんだらけ」のロゴを入れてください。	
＊制作を弊社で承ることもできます。条件や料金等、お気軽にお問い合わせください。	
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アンケート 来場者1,000名記述のアンケートに、	
御社の質問事項を記載＆集計	

猫飼育者にピンポイントで聞きたい質問ができます。	
リアルな意見を知ることができる貴重なチャンスです！	

質問は40文字まで	
解答は80文字まで（選択肢）	
開催一ヶ月後までに、集計結果をご報告	

アンケート例	

質問1つにつき	

200,000円	
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SNS 
生配信 SNSや生配信、リモートで会場外にも発信	

にゃんだらけは、Vol.7から猫情報に特化した配信
チャンネル「ねこみゅ！」の協力で、開催当日、	
会場の様子を生配信。	
同時視聴とYouTubeのアーカイブで、	
多くの方に会場の様子をご覧いただきました。	
	

Vol.11は、会場を紹介するおなじみの番組の他、
定点カメラの生配信や大型ヴィジョンとの連携等、
多彩な方法で会場外にもにゃんだらけの楽しさを
伝えていきます。	
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問い合わせ 

にゃんだらけVol.11ご出展やご協賛に関しまして、ご質問がございましたら、	
お気軽にご連絡ください。	
	

・オフィシャルサイト　h*p://nyandarake.tokyo　のメニュー「CONTACT」から	

	

・メールでお問い合わせの場合は、　info@nyandarake.tokyo　まで	

	

折り返し、担当者からご連絡させていただきます。	
	

＊新型コロナウイルス対策のために予定や企画が変更になる場合がございますので、	
その際はご理解・ご了承をお願いいたします。	
	

＊新型コロナウイルス流行で主催者の判断にて開催が中止になった場合、	
出展料その他お支払いただいた代金は全額返金いたします。	
	

	

にゃんだらけ実行委員会	
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