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展示会への出展募集について（出展要項） 

令和 4 年 7 月 
 

 
 

 

新川崎マッチング展 2022 

 
会期：2022 年 11 月 10 日（木）～11 月 11 日（金） 

開場：かわさき新産業創造センター AIRBIC 多目的会議室 
主催：かわさき新産業創造センター共同事業体 

後援（予定）：川崎市、川崎信用金庫、株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行 
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1. 開催概要 

1-1.開催概要・応募資格について 
〇開催概要  
新川崎地区に立地する企業を中心とした PR 及びマッチング支援を目的として、かわさき
新産業創造センター内１階多目的会議室にて展示会を開催いたします。 
大企業の研究所や優れた技術をもった中小企業が集う神奈川県川崎市の新川崎地区の更な
る発展と価値向上に寄与すべく、市内・市外問わず多くの方々へ、当施設及び地域の魅力
発信の機会となることを目指し、開催いたします。 
・会期 
令和 4 年 11 月 10 日（木）・11 日（金）10:00～17:00（最終日のみ 16:00 終了） 
・会場 
〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎 7-7  
産学交流・研究開発施設 AIRBIC 1 階多目的会議室 
・主催 
かわさき新産業創造センター共同事業体 
・後援 （予定） 
川崎市、川崎信用金庫、株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行 
・企画・運営 
かわさき新産業創造センター 新川崎マッチング展 2022 事務局 
・公式サイト 
出展者/来場者向けウェブサイト：https://kbic-expo2022.com 
 
〇応募資格 
応募資格は、次の条件のいずれかをみたす企業・団体となります。 
（１）新川崎地区に立地している企業・団体・大学 
（２）その他、主催者が出展にふさわしいと考える企業・団体・大学 
 
〇展示会の内容について 
■製品・サービスの展示 
来場者や出展者同士のビジネスマッチングを目的としたものづくり企業の製品展示を行い
ます。 
■商談会（事前予約制） 
展示会期間中、来場者との商談を積極的に実施するため、会場内に商談スペースを設けま
す。商談スペースは展示会場とは別室にご用意しています。 
商談スペースの利用は、1 枠 30 分間、2 日間で合計 30 枠をご用意。 

https://kbic-expo2022.com/
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<商談の予約受付方法> 
1.ウェブ(Peatix)にて予約を受け付けます。 
2.申込があったタイミングで、出展者の皆様に面談実施有無について確認いたします。 
3.実施の場合のみ商談を設定いたします。（かわさき新産業創造センターのインキュベーシ
ョンマネージャーも面談に同席します。） 
 
■トークショー 
11 月 10 日（木）15:30-17:00 ゲストを招いてトークショーを実施します。※ゲスト未定 
 
〇費用について 
出展費用は無料。出展費用に含まれるものとして出展料・電気代が無料 
駐車場利用料や交通費及び、出展にかかる費用などの必要実費は出展者の自己負担となり
ます。 
 
1-2. 開催までのスケジュール 
・出展企業募集（7 月上旬） 
    ↓ 
・出展企業決定※1（8 月中旬） 
    ↓ 
・展示会来場者の申込受付開始（9 月上旬） 
    ↓ 
・広報活動開始（9 月上旬） 
    ↓ 
・展示会開催（11 月 10 日、11 日） 
※1 出展企業決定については、提出した書類の審査を経て決定いたします。 
 
〇参加申込方法 
（１）応募書類提出締切日 
令和 4 年 8月 16 日（火）10時提出締切厳守 
（２）応募方法 
応募書類に必要事項を記入し、メールにて事務局まで提出してください。 
かわさき新産業創造センター 展示会事務局 
E-mail：kbicex@kawasaki-net.ne.jp 
（３）応募書類 
１．出展エントリーシート 

mailto:kbicex@kawasaki-net.ne.jp


   
 

  6 
 

応募書類による選考を行います。選考結果は応募者全員にご連絡いたしますが、 選考結果
についてのお問い合わせについては応じられませんので、ご理解ください。 
選考にあたり、必要に応じて事務局よりご質問などさせて頂くこともございますが、ご協
力をお願いします。 
※出展決定後、企業ロゴ・製品画像や PR 動画の URL の共有をお願いさせていただきます
ので、事前にご準備をいただけますと幸いです。 
 
1-3. 開催時間・準備作業時間 
〇開催時間 
開催時間内は自社小間を無人のまま放置することはできません。必ず担当者の配置をお願
いします。 
 
〇総合日程表 
  午前 午後 
11 月 9 日（水） 

 
13:00-17:00 出展者搬入 

11 月 10 日（木） 9:00-10:00 会場準備 
10:00-     開始 

17:00 終了 

11 月 11 日（金） 9:00-10:00 会場準備 
10:00-     開始 

16:00 終了 
16:00‐撤収 

〇注意事項 
搬入、小間装飾および小間内での作業等は規定作業時間内に行ってください。 
規定作業時間外の会場への入退出はできません。 
 
1-4. 交通案内・アクセス 
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＜電車でお越しの場合＞ 
JR 湘南新宿ライン・横須賀線「新川崎」駅下車 徒歩約 10 分 
JR 南部線「鹿島田」駅下車 徒歩 15 分 

 
<バスでお越しの方> 
JR 川崎駅西口より市営バス（川 83）にて「杉山神社入口」 徒歩 2 分 
JR 川崎駅西口より市営バス（川 61 他）にて「小倉」徒歩 6 分 
 
<車でお越しの場合> 
KBIC 敷地内にコインパーキングがございますのでそちらをご利用ください。満車の場
合、会場近隣にコインパーキングもございます。 
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※KBIC 駐車場利用時の注意事項 
① 出口精算機では、2 千円札・5 千円札・1 万円札は、ご利用出来ません。また、事務室
での両替は行っておりません。  
② 駐車券を紛失されると出庫出来ませんので大切に保管してください。また折り曲 げたり、
濡らしたり、磁気に近づけたりした場合、精算機で読込不良で出庫出きない場合がありま
す。  
③KBIC の駐車場を利用する場合、30 分まで無料。30 分～1 時間まで 300 円、以降 30 分
ごとに 150 円が加算され、1 日上限 1,200 円でご利用いただけます。12 時を超えると 2 日
目の料金が加算されます。 
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1-5. 会場概要 
・展示会場レイアウト図（赤枠部分が展示スペース） 
    

 
 
 
 
・エントランスイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商談会場 

荷物置き場 

出入口 出入口 

会場受付 
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・会場イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・展示会場ブースレイアウト 
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1-6. 施設概要 
店舗・サービス名 内容・管理 営業時間 場所 

売店 ヤマザキショップ 8:00～18:00 AIRBIC 1 階 

自動販売機 ドリンク   AIRBIC 1 階 
レストラン・軽食 AIRBIC ラウンジ 11:00～14:30

（L.O14:00） 
AIRBIC 1 階 

※会場近隣に飲食店やスーパー・コンビニ等ございません。 
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2. 出展にあたって 

2-1. 出展者の皆様へ 
この出展要項は新川崎マッチング展 2022 会場を円滑に運営するために、出展者並びに関
係の皆様に最小限お守りいただきたい諸規則について記載してあります。 
出展者並びに関係の皆様におかれましては、出展要項をご一読の上、出展の準備を進めて
いただきますようお願い申し上げます。 
また、出展ブースの位置については事務局側にて決定させていただきます。場所が選択で
きない点ご了承ください。 
 
2-2. 注意事項抜粋 
・商談に適した環境作り 
著しく他出展者の商談の妨げになる客引、パフォーマンス、アトラクション、鐘、ラッパ
などの鳴り物の実施はご遠慮ください。よりよい商談環境作りにご協力ください。 
 
・演出・運営 
観客の群集、滞留が他出展者の妨げにならないよう展示スペースに余裕をもった設営と運
営を基本とします。 
あらゆる行為によって生じる過度な音量、熱気、ガス、振動、臭気などに対しては、予め
予防措置をとり、十分に配慮してください。 
上記事項に違反した場合、事務局が出展の中止及び会期中ではパフォーマンスの中止の指
示を行います。 
 
・出展エントリーシートの締切について 
本展示会指定のエントリーシートを 8月 16 日（火）10時までに提出してください。 
期限までの提出のご協力をお願いいたします。 
 
・飲食の提供 
展示会場内における、試飲・試食・飲食販売についてはご遠慮ください。 
 
・出展関係者の肖像権について 
イベント開催期間中に主催者及び報道機関等が撮影した写真は、報道機関による新聞・雑
誌・関連ホームページなど、および、主催者によるイベント開催報告書等で公開されるこ
とがあります。出展申込みをいただいた時点で、上記の取扱いに承諾いただいたものとし
て、対応させていただきます。 
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・展示会の開催方法について 
新型コロナウイルス感染状況によっては、展示会の開催方法が変更となる可能性がありま
す。実施方法変更の際は、開催一か月前までに事務局よりご連絡いたします。 
 
・開場時間について 
なんらかの事情により事務局が必要と認めた場合、開場時間を変更する場合があります。
この場合、変更によって生じる損害の補償は行いませんので、あらかじめご了承下さい。 
 
・規定の変更について 
なんらかの事情により事務局が必要と認めた場合、各種規定を変更する場合があります。
この場合、変更によって生じる損害の補償は行いませんので、あらかじめご了承下さい。 
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3. 搬入・搬出 
3-1. 搬入・搬出時の手続き 
展示物の搬入出については、基本的にはご自身でお持ちいただくことを前提としておりま
す。 
また、会場内で搬入出の作業を行う場合には「出展者パス」が必要です。 
 
3-2. 搬入出作業時間 
搬入：11 月 9 日（水）13 時 00 分～17 時 00 分 
搬出：11 月 11 日（金）16 時 00 分～18 時 00 分 
・指定時間前に搬入出はできませんのでご了承ください。 
・宅配便をご利用の際も規定スケジュールに基づいた時間指定をお願いします 
 
3-3. 搬入について 
・車両による搬入の注意点 
出展エントリーシート内にその旨を記載してください。 
申請内容を基に作業時に必要な車両証を発行いたします。 
会場横に車両を止めて搬入作業を行う場合、車両証をご準備の上、定められた時間内で作
業を終えるよう調整してください。 
荷捌き場のスペースの都合上、事務局にて搬入時間を指定させていただきます。 
または KBIC の駐車場に駐車の上、手持ちまたは台車ご準備の上、AIRBIC 会議室１横のホ
ワイエ入口より展示会会場への搬入を行ってください。 

 
※次ページに続く 
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・宅配業者を利用しての搬入の注意点 
宅配業者利用での展示物を搬入される場合は「11 月 9 日（水）13 時から 16 時の間」で指
定の上、各自で受け取りをお願いします。 
会場の住所の後に必ずイベント名、出展者名、担当者名を記入の上、規定作業時間内の時
間指定でお送りください。(下記、記入例を参照) 
・荷物の受領は出展者の責任のもと行ってください。 
・事務局でのお預かりはできませんので予めご了承ください。 

 
【記入例】 
 

 
 
 
 
 
3-4. 搬出について 
11 月 11 日（金）16 時以降、速やかに実施してください。 
KBIC 敷地内駐車場に駐車していただき、各自台車等が必要な方はご準備の上、展示物の
搬出をしてください。 
配送業者を利用して荷物を配送する場合は、各自で業者手配を行い 17 時までの時間指定
の上、対応してください。 
 
3-5. 搬入出時の注意事項 
AIRBIC 館内の設備・備品等を傷つけないように十分注意し、搬入出作業を行ってくださ
い。 
  

〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎 7-7 AIRBIC 会議室 
新川崎マッチング展 2022 出展社名○○○○○○ 
担当者名(受領人)○○○ 時間指定：午後 14-16時 
携帯電話 000-0000-0000 
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4. 出展者パス・搬入出車両証 
4-1. 各種許可証について 
・出展者パス 
ブース運営される方は必ず出展者パスを着用して下さい。必要枚数については、出展エン
トリーシート提出の際に、申請してください。 
搬入時から会期中を含む全期間中は、盗難等の事故防止のため、会場への入場に際し、 
事務局が発行する出展者パスを着用してください。 
 
・搬入車両証 
11 月 9 日の搬入の際に搬入車両証が必要となります。輸送車両のフロントガラスに掲示し
てください。 
搬入が終了次第、速やかに移動してください。駐車車両を発見した場合、事務局より移動
の指示を行います。 
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5. 出展スペースに関する規定について 
5-1. 出展スペースのサイズ仕様 
1 社の出展スペースにつき、幅 1,980mm×奥行 2,000mm×高さ 2,100mm のスペースをご
用意しています。1 出展スペースにつき、以下のものが含まれます。 

 
 

 
5-2. ブース内装飾・施工について 
会場内における装飾施工については、出展者自身で行える範囲での実施してください。 
搬入出の時間の都合上、業者を利用しての大掛かりな装飾施工等はお控えください。 
 
5-3. 重量の制限 
展示会場内は施設の構造上、重量物の展示に際して一部制限があります。1 平米辺り、350
㎏を超える展示物を展示予定の方は事前にご相談ください。 
 
5-4. 装飾時の注意事項 
・会場内で装飾を行う際は、主催者指定の出展者パスを付けて作業してください。 

1. システムパネル（W1980×D990） 
2. テーブル（W1800×D600） 
3. 社名板 （W1200×H300） 
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・装飾は決められた時間内に自社出展スペース内で行ってください。 
・展示会場内は終日禁煙です。喫煙は指定された場所でお願いします。 
・通路には物を置かないでください。 
・会場内、または会場付近の器具・備品類を移動したり、壁面に釘や鋲等を打込んだり、 
固定のためのテープや糊貼りは行わないでください。 
・会場の天井や柱などからのワイヤー等の吊り下げは禁止します。 
・展示物等の運搬にあたっては、会場設備、他出展者の装飾や製品などを損傷しないよう
に注意してください。万が一、損傷した場合は理由の如何に関わらず原状回復していただ
きます。その際の修復費は、出展者のご負担となります。 
<禁止事項> 
・出展スペースのバルーン装飾 
・アンカーボルト等の床工事 
・床面への掘削・穴開け・ボンド等の接着剤の使用 
 
5-5. 会場の設備・備品について 
・電気・電源について 
会場の床面下に電源が配置されております。各自延長コードをお持ちの上、出展ブース内
の電源の確保をお願いいたします。消費電力数の多い機器を利用される場合、エントリー
シート提出の際に、申請してください。 
 
・インターネット接続について 
会場内では自由にご利用いただける Wi-Fi 環境がございます。Wi-Fi ルーターの回線の混
雑が予想されるため、出展に関わるデバイスのみの接続やモバイルルーター等を使用され
ることを推奨いたします。 
 
5-6. ゴミの処理について 
作業中、および作業終了時に出る残材は必ず持ち帰りください。 
ゴミが出ないように、ご準備を進めてください。 
展示物等の配送の際の際の梱包資材は、荷物置き場の部屋に保管することが可能です。 
 
5-7. 会場内での禁止行為 
・会場内での喫煙 
展示会場外の所定の喫煙所以外は全て禁煙です。 
 
・裸火の使用 
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裸火とは気体、液体、固体燃料を使用する火気器具などで、炎・火花を発生させるもの、
または発熱部を外部に露出するものを指します。 
また、電気を熱源とした器具で発熱部が赤熱して見えるもの(電気コンロ、電気ストーブ、
電熱器など)、および外部に露出した発熱部に可燃物が触れた場合、瞬間的に着火(※おお
むね 400 度以上)する恐れがあるものも含まれます。 
 
・危険物品の持ち込み 
危険物品の持ち込みは禁止されています。 
 
・会場内での食事 
展示会場内での食事は禁止されています。会場近隣の AIRBIC ラウンジまたは、Yshop 内
の指定場所で食事を行ってください。 
 
・飲食・酒類の販売や提供 
展示会場内における、試飲・試食・飲食販売や酒類の提供はご遠慮ください。 
 
・音響機器の利用やパフォーマンス 
会場運営上の観点から、音響機器の利用はご遠慮ください。 
安全上の観点から無線操縦の模型、ドローンなどの使用は禁止。スモークマシンやドライ
アイスなどの発煙が生じる行為・機材の使用もご遠慮ください。 
 
・写真・VTR 等の撮影 
会場内での写真撮影(自社小間外)は、原則として禁止します。 
 
・トラブルの解決 
展示物および実演によって生じる出展者間のトラブルに関しては、事務局が関係者の調整
に当たりますが、できる限り当事者同士でお互いに了承を得るようにしてください。 
 
・出展放棄の禁止 
会期中に事務局の許可を得ずに、出展商品・装飾物の撤去や担当者がブースを無人のまま 
放棄することはできません。 
 
・出展関係者の肖像権について 
イベント開催期間中に主催者及び報道機関等が撮影した写真は、報道機関による新聞・雑
誌・ 関連ホームページなど、および、主催者によるイベント開催報告書等で公開されるこ
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とがあります。 出展申込み、およびステージへの出演申込みをいただいた時点で、 上記
の取扱いに承諾いただいたものとして、対応させていただきます。 
 
・個人情報の収集について 
各ブース内でアンケート等により個人情報を収集する場合や SNS へ写真を掲載する際の
情報の取扱いには十分な注意を払ってください。万が一、事故が発生した場合、事務局は
一切責任を負いません。予めご了承ください。 
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6. 運営について 
6-1. 会場の保守・管理について 
〇安全対策 
出展者は、展示会場に適用される全ての防火・安全法規を遵守しなければなりません。会
場にて不審者・不審物を発見した場合は速やかに事務局スタッフ、または AIRBIC に駐在
する警備員までお知らせください。 
 
〇展示品・所持品の管理と免責 
主催者は準備から撤去までの全期間を通じ、会場管理のために要員と連係して保全にあた
りますが、万が一、展示品や所持品の破損・紛失・盗難等が発生した場合でも、主催者は
一切責任を負いません。 
また、展示品、所持品は盗難防止策(鍵など)を施し、出展者自身で十分な注意を払ってく
ださい。 
 
〇損害賠償 
出展者およびその代理店が他出展者の小間、主催者の設備、または展示会場の設備および
人身等に損害を与えた場合は、その補償は出展者の責任になりますのでご注意ください。  
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7. 緊急時対応 
・地震発生時の初動対応 
地震発生直後は、人身の安全確保を守ることを第一とし、自身の身の安全の確保を行ってくだ
さい。 
 
・火災発生時の初動対応 
火災の発見者は、お手近の「火災報知器」のボタンを押して周囲に火災を知らせてください。
消防機関（１１９番）への通報及び防災センターに場所、状況等を速報する。 
 
・地震・火災発生時の避難方法 
建物の被害状況等により、次の基準に基づき避難を行うこととする。 
（１）全館一斉避難：在館者全員が同時に避難する。 
具体的には、次の①から⑦の事象が単独あるいは複合で発生し、危険が建物全体に短時間で波
及する恐れのあるとき。 
（２）全館逐次避難：在館者全員が、危険階を優先し、時間差に配慮した上で、避難する。具
体的には、次の①から⑦の事象の発生に時間の余裕があるとき、及び⑧、⑨の事象が発生した
とき。 
（３）階（区画）避難：危険階（区画）から安全な区画へ避難する。 
下記以外の場合に、状況に応じて実施する。 
①建物が倒壊する危険が高いとき。 
②建物全体に危険が及ぶ強い地震発生が予想されるとき。 
③建物で複数階同時出火したとき、または、出火延焼危険性が高いとき。 
④建物内の室内散乱が激しく、余震により負傷者発生の危険性が高いとき。または、出火・延
焼の危険性が高いとき。 
⑤建物内で危険物・ガスが漏出したとき、または漏出の危険性が高いとき。 
⑥建物内の防災設備系統が作動しなくなったとき。 
⑦出火階の防火区画や防火扉が破損し、火災等の危険事象が他階に波及する恐れがあるとき。 
⑧都市火災が発生し、周辺の延焼危険が高くなったとき。 
⑨周辺大気中に有毒物質が漏出または漏出するおそれの高いとき。 
 
（２）避難場所等への避難 
ア 避難経路を参考に、避難誘導班の案内のもと一時集合場所「さいわいふるさと公園入口及
び避難場所日吉小学校」へ避難する。 
イ 避難する際は、原則として、車両等を使用せず全員徒歩とする。 
ウ 避難経路は、道路状況、地域の被害状況等を考慮し、選定する。 
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・避難経路 
※避難の際は、係員の指示に従い、落ち着いて行動してください。 
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・避難場所 
画像右下の赤色下線部分が、一時集合場所及び、避難場所です。 

 
 
事務局 
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かわさき新産業創造センター「新川崎マッチング 2022」事務局 
電話：044-587-1105 
Email：event@kawasaki-net.ne.jp 
URL：http:www.kbicex2022.com 
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