
● お客さん お申込み概要

「お店屋さん」の子どもたちが運営するショップでゲームやお買い物を楽しむことができます。
本格的なゲームコーナーや、大人の方もお使いいただける雑貨などが盛りだくさん。

是非、お客さんとしてKBCタウンに遊びにいらしてください。

お客さんお申込み概要

2021

【開催日】 2022年2月20日（日） 午前の部 10:00～12:15／午後の部 14:30～16:45
(完全入れ替え制・最終入場 午前の部：12:00/午後の部16:30）

【開催場所】 東京ポートシティ竹芝内 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2・3・4・5階
（2019年度と会場が異なりますのでご注意ください。）

● KBCタウン2021 概要

● お客さん 当日タイムスケジュール

【申込方法】 キッズアイ会員サイトより以下の手順でお申込みください。
① キッズアイ会員サイト内「イベント申込」より『2月20日「☆キッズMBA☆KBCタウン2021【お客さん】」』を選択
② オプション項目より、ご希望の『入場バンド』の種類の「申込」にチェック
③ 個数の欄に希望枚数を入力
④ 注意事項等ご同意の上、「お申込み」を選択

※参加費欄は購入する入場バンドの種類・枚数により料金が異なるため、便宜上0円としております。
お申込みいただいた入場バンドの種類・枚数に応じ、ご請求をさせていただきます。

※『入場バンド』の料金は2022年2月実施のイベントと同時期にお引き落しをさせていただきます。
※「お客さん」のお申込みは、午前の部・午後の部ともに共通のお申込みフォームとなっております。

当日はどちらか１部をお選びいただきご来場ください。（ご来場する部の事前申請は必要ありません。）

【種類・料金】
・中学生以上 ： 2,000円（税込） ⇒ 1,000ケビィ付き
・小学生 ： 500円（税込） ⇒ 500ケビィ付き
・未就学児 ： 無料 ⇒ ケビィなし

【キャンセル料・枚数変更】 2022年2月18日（金）19:00以降は代金の100％がかかります。
※キャンセルをご希望の方はキッズアイ会員サイトよりお手続きください。
※入場バンドの種類・枚数変更は申込期間内のみ承ります。キッズアイ会員サイトより一度、「申込キャンセル」を申請いただき、

各店舗より「イベント参加のキャンセル申込結果のご連絡（承認）」のメールが届きましたら、再度ご希望の枚数をお申込みください。

【申込期間】 2022年1月16日（日）21:00～2022年2月6日（日）23:59
※会員種別を問わず上記期間において一斉に受付いたします。

【販売対象】 KBCの小学生会員様、及びそのご家族の方

【お子様がお店屋さんとしてお申込みいただいている方】
・お店屋さんのお子様は、ご所属の店舗が出店するフロアでの集合・解散といたします。

必ず保護者様による送り迎えをお願いいたします。来場方法の詳細は2月上旬にご案内いたします。
・送り迎えのみにお越しの場合は、お客さんとしてお申込みいただく必要はございませんが、

『送迎専用入場バンド』をお渡しいたしますので開催日1週間前までにご所属店舗へお申し出ください。
・混雑を避けるため、お子様がお店屋さんとして活躍する部へのご来場をお願いいたします。

KBCタウン当日にショップの運営をしたい
お子様は「お店屋さん」としての
お申込みが必要です。
ご希望の方はご所属店舗へご相談ください。

※「お店屋さん」の受付状況は店舗ごとに異なります。
ご案内ができない場合もございますので
予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策の取り組みは裏面をご確認ください。

KBCタウンに「お客さん」としてご入場いただくためには、『入場バンド』をご購入いただく必要がございます。
今年度は当日券の販売はございません。ご来場希望の方は事前にお申込みください。
『入場バンド』には、KBCタウン内で使用することができる疑似通貨『ケビィ』がセットになっており、
午前の部または午後の部どちらかの1部のみにご入場可能です。

【購入可能枚数】 KBCの小学生会員様1名につき2名様まで
※0歳のお子様から入場バンドが必要となります。また、年齢を問わず1名とカウントいたしますのでご注意ください。
※お店屋さんとしてご参加いただくお子様は「お客さん入場バンド」のお申込みは不要です。
※新型コロナウイルス感染症対策として来場人数の制限をいたします。

お申込みは先着順となり、定員になり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

【入場バンドのお渡し方法】
「お客さん入場バンド」と「ケビィ」 はKBCタウン開催の前営業日2月18日（金）までにご所属店舗より
手渡しさせていただくか、郵送でお送りいたします。受け取り後、お申込み内容との相違がないか必ずご確認ください。

＜入場バンド・ケビィ（疑似通貨）について＞
・入場バンド・ケビィの複写、譲渡は禁止されております。
・ケビィの払い戻しはいたしかねます。
・追加でケビィが必要な方は、当日会場内3階にございます「KBCタウン銀行」にて

お買い求めいただけます。
・ケビィは2021年度のKBCタウンでのみ使用可能です。

【写真の撮影販売・取材について】
下記内容につきまして、ご同意いただいた上で、ご参加いただきますようお願い申し上げます。

・本イベントにご参加いただいた小学生会員様のみが閲覧及びご購入いただける写真のインターネット販売サービスを、
専用のパスワードを設定し、特別にご提供させていただいております。

・ご来場いただく方は販売用の写真へ写り込む可能性がございますので、ご了承ください。
・撮影しました写真は、後日イベントの様子を会員様へお知らせするため、

店舗や会員専用ブログへ掲載をさせいただく場合がございます。
・本イベントで撮影させていただきました写真や動画は主催者（株式会社東急キッズベースキャンプ）および

協賛企業の活動の紹介を目的として使用させていただく場合がございます。
また、当日は取材が入る可能性がございます。

KBC∞武蔵小杉
トピー

KBC∞二子玉川
きんちゃくねこ

KBCたまプラーザテラス
ガチャッキー

KBC豊洲・東雲
ぐりちゃん

KBC下丸子
ふわりん

KBC三軒茶屋
アメクマッチ

KBC桜新町
きらきらせっけん

KBCα二子玉川
狐丸

KBC溝の口
タコジー

KBC大井町
くまちゅう

KBC武蔵小杉・元住吉
ドレジャー・キャット・ハンター

KBC新丸子
くもメー

KBC五反田・大崎
キラすけ

KBC雪が谷
カフェスライム

KBC武蔵小杉東急スクエア
ダイくん

KBC用賀
ドーナツ・キング

午前の部 午後の部 タイムスケジュール 注意事項

9:30 14:00 3階 入口にて受付開始

9:55 14:25 開会式・オープニングアクト

10:00 14:30 KBCタウン ＜前半＞スタート

11:00 15:30 休憩・お店屋さん交代

11:15 15:45 KBCタウン ＜後半＞スタート

12:15 16:45 KBCタウン 終了

・入場バンドは、検温済みのサインとなります。
　受付での検温・消毒後、手首に常時着用していただきますようお願いいたします。

・KBCタウン開催時間内はいつでも入退場可能です。

・3階ステージで開会式およびオープニングアクトを行います。（2階、4階、5階は音声のみとなります。）

・休憩時間は、お店屋さん交代のため、子どもたちが運営するショップは一時的に販売を停止させていただきます。
　商品の購入はできませんのでご了承ください。
　なお、企業協賛のショップ等、一部のショップは休憩時間もお楽しみいただくことができます。

・ショップで販売する商品は、各部（前半・後半）ごとに販売予定数を設定させていただいております。
  販売予定数が終了したショップは、営業を終了している場合がございます。お早めにご来場ください。

・お客さんの最終入場は午前の部12:00／午後の部16:30となります。



協賛企業のご紹介

KBCタウンは、キッズベースキャンプを応援してくださる多くの
企業様のご協力のもと開催されます。
ここではKBCタウン開催にあたり、ご協賛いただく企業様をご紹介します。
当日、会場にてショップを出展される企業様も多くいらっしゃいますので、
ご来場される皆さまはぜひお立ち寄りください。(※ご紹介は50音順です。)

江崎グリコ株式会社

小学校低学年からプログラミングの考え方を身につけることで、
論理的思考力や問題解決能力が育つと考えられています。
GLICODEでは、ポッキーをルールに従って並べるだけで、遊びながらプログラミングの学習ができます。

大塚製薬株式会社

未来を担う子供たちが身体も心も健康でなければ、健やかな社会を育むことはできません。
大塚製薬では、子供たちの心と身体の健やかな成長を願って、
学びの機会を提供する食育活動などに積極的に取組んでいます。

株式会社キャンディルパートナーズ

キャンディルパートナーズは、光触媒コーティングやハイブリッド空気清浄機の販売、
水回りやフローリングの再生コーティングを行っております。
また、キャンディルグループは、住宅から商業施設まで建物のライフサイクルにおける
「修繕・改修・維持・管理」にこだわったサービスを提供しています。

キリンビバレッジ株式会社

「生茶」「午後の紅茶」でおなじみのキリンビバレッジです！
自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、
こころ豊かな社会の実現に貢献します。

東急カード株式会社

すてきな賞品があたるチャンス！東急カードブースでは楽しいイベントをご用意しています。
さらに、TOKYU CARD会員様限定（先着）で「今後の教育資金がわかる！
教育資金ハンドブック」をプレゼント！

株式会社東急ストア

地域に密着し、日々の暮らしに役立つスーパーマーケットとして、お客さまの暮らしにいつも安心で
気持ちのよいお買物と、おいしさと楽しさをお届けします。

東急セキュリティ株式会社

様々な事件で大活躍している防犯カメラ。
「もし自分のお家・車・家族が狙われてしまったら…？」
東急セキュリティのブースではあなたのお子さん自身が「お家を守るプロ」として
カメラの提案をしてくれます。楽しく学べる防犯教育を、ぜひお試しください。

株式会社東急パワーサプライ（東急でんき＆ガス）

「東急でんき＆ガスキャラクター てるまる」がもっとみんなに知ってもらいたくて遊びに行っちゃうよ！
仲良くしてくれたお友だちにはかわいいプレゼントも！
当日はぜひてるまるを探してみてね。

株式会社東急ホテルズ

東急ホテルズは３つのブランドからなる多彩なホテルライフを提供しています。
日本の伝統美と先進ファシリティの融合が紡ぎだす最上級のおもてなしで、
国内外のお客様より愛され続けております。

株式会社不二家

愛され続けて１１１年！ “ミルキー”“カントリーマアム”の不二家です。
「お客様のなかにあり続けるために」記憶の中に残る思い出をご提供し続けます！
不二家のおいしさを是非どうぞ！

株式会社ロボット科学教育Crefus
レゴⓇブロックだから始めやすい！
年長から始められる！高校生まで学べる幅広いカリキュラム！
ロボット製作×プログラミングで、論理的思考力や理数系の知識を楽しく習得しよう！
「教室」と「自宅」選べる２つの学び方。

＊以下に該当する方はご来場をお控えください。
・来場時、マスクをご着用できない方
・2週間以内に海外渡航歴のある方
・37.5度以上の発熱、咳、風邪の症状、その他体調不良（味覚、嗅覚異常含む）のある方
・新型コロナウイルス感染症陽性と判定された者との濃厚接触がある方

ー 新型コロナウイルス感染症対策の取り組み ー

ー ご来場される皆様へのお願い ー
お申込みいただいた方には感染対策の
詳細およびご来場時の注意を2月上旬に
改めてご案内いたします。
そちらの案内もご確認の上、ご来場ください。

KBCタウン2021は開催に向け、準備を進めさせて
いただきますが、今後の感染状況及び東京都の判断
により中止や、規模の縮小など開催形態を変更させ
ていただく場合がございます。予めご了承ください。

※企画中のため、

変更する場合がございます。● 子どもたちが出店するショップ紹介

< 3F >
株式会社七色の泉（KBC宮前平）
七色のしゅわしゅわバスボム

ゆきカフェカンパニー（KBC雪が谷）
ふわカフェスライム‼
のっけて！ゆきゆきパンケーキ

株式会社とよZOOしののめ（KBC豊洲・東雲）
アニマル☆キャッチャー
パクッと！アニマル

株式会社きぼうの光（KBC五反田・大崎）
シャイニードリーム

TGsmile株式会社（KBCたまプラーザ テラス）
ガチャ☆モンプラザ

株式会社∞レインボーむさこ（KBC∞武蔵小杉）
パクパクドーナツ

スマイル新丸株式会社（KBC新丸子）
しんまるバルーンフェスティバル

< ４F >
三茶ローリーポップ株式会社（KBC三軒茶屋）
★キャンディーフレンド★

株式会社モトスミトレジャー（KBC武蔵小杉・元住吉）
トレジャーぼうけんショップ
トレジャーシューティングゲーム

株式会社SMK（KBC下丸子）
バブル・ザ・ジュエリー

株式会社うみのなかの溝の口（KBC溝の口）
オーシャンライトハウス
ぷくぷくフィッシュカップ

ようがスイートカンパニー（KBC用賀）
パパパン☆スクリーム

株式会社KBCひよしかいぞくラ～ンド☆彡（KBC日吉）
ポイポイコイン
ダウンボール

株式会社HAPPYダイナソー（KBC武蔵小杉東急スクエア）
わくわくダイナソー
ころころアドベンチャー

< 5F >
株式会社あわあわ★さくら（KBC桜新町）
バブルぷるぷるパラダイス☆

株式会社ギャラクシー★大井町（KBC大井町）
スペースキャンドルセンター

株式会社ピンポンRUN☆★スポーツ★☆（KBC大倉山）
☆★バタバタパニック☆★
☆★ピンポンシューター☆★

あおばの星株式会社（KBC青葉台）
スペースUターンボーリング

株式会社アニマルホット（KBCα都立大学）
アニマルビース

わくわく池上株式会社（KBCα池上）
こくばんらんど

αたまマジックハウスカンパニー（KBCαたまプラーザ）
αたまレインボーハウス

株式会社ARUFUTAニンジャーズ（KBCα二子玉川）
おしろをまもれ！シュリケンスライド

株式会社フタコヤ（KBC∞二子玉川）
きんちゃくほんぽフタコヤ

会場内は常時換気システムが作動
しており、20分に1回程度、フロア内の
空気が完全に入れ替わります。

共有スペースは30分に1回を目途に
消毒をいたします。

当日従事する従業員（KBC社員）は、
新型コロナウイルスワクチン2回接種済
またはPCR検査・抗原検査で陰性が
確認された者のみとします。

従業員は飛沫感染の防止として、
不織布マスクを着用いたします。

従業員は、定期的に手指消毒を行います。

KBCタウン開催時間内は
子どもたちの運営するショップで
お買い物やゲームをしてお楽しみください。
協賛企業のショップをまわると
抽選会に参加も可能です！

混雑を緩和するため1部制から
2部制（完全入れ替え制）へ
開催形態を変更しました。

入場時の検温

入場時に全員検温をさせていただきます。会場内ではマスクをご着用ください。
（原則3歳以上の方はご着用ください。）

体調管理の徹底

会場内ではこまめな手洗いや手指消毒を
お願いします。（アルコール消毒が難しい方には
ビニール手袋を配布いたします。）

＜来場者数の制限＞＜2部制の実施＞
● 飲食禁止

2021年度「お客さん」としてご来場いただける人数は
『KBCの小学生会員様1名につき、2名様まで』と制限をし、
「お店屋さん」「お客さん」、スタッフなど、KBCタウン関係者全て合わせ、
1部あたり最大1,900名程度となるよう人数制限を行います。（2019年度対比約50%）

会場内での飲食は水分補給のみとし、2019
年度まで行っていた食品を提供するショップ
運営は行いません。

● 完全予約制
事前にお申込みいただいた方のみ、
ご参加いただくことが可能です。

● その他
東京都立産業貿易センター浜松町館が指示する
基準に基づきイベントを実施いたします。

KBCタウンご参加にあたり、日々の体調管理に万全を期していただくために、感染予防対策にご理解とご協力をよろしくお願いします。
また、KBCタウン開催2週間以内に37.5度以上の発熱など体調不良の症状がみられた場合や、小学校・勤務先等身の回りにおいて感染者が出た場合は、
事前にお問い合わせの上、参加可否のご確認をいただきますようお願いいたします。
KBCタウン終了後、2日以内に新型コロナウイルス感染症の発症および疑いが発覚した場合はご所属店舗へ速やかにご報告ください。

KBCα池上
こくばんせんせい

KBC大倉山
ぴんぽんとまんぽん

KBCαたまプラーザ
ぐみちゃん

KBC日吉
キャプテン・キング

KBC青葉台
ゴロゴロカッカ

KBCα都立大学
どうぶつキーホルダー

きょうだい

KBC宮前平
バスリュウ

● １人あたりの占有面積が、2019年度比2.7倍に。

＜総面積が1.3倍に＞

2019年度開催をしていた台東館
から浜松町館へ開催場所を変更。
また、3フロア開催から4フロア開催と
したことで、総面積は約1.3倍となり
ました。 ※1部あたりの定員は東京都立産業貿易センター浜松町館の緊急事態宣言下における

ガイドライン「収容定員の50%以下での利用」の基準を満たすよう設定しております。


