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KBCタウンとは「大人のいる社会（よのなか）を学ぶ」年間イベント「キッズMBA」の集大成として、

全22店舗の子ども達が集まり、模擬店を開くイベントです。

普段キッズベースキャンプに通う子どもたちがお店屋さんに扮し、

コーチと一緒に自分たちでお店の看板やメニューを考え、ひとつの街を作り上げます。
※今年度は2023年2月26日（日）に東京ポートシティ竹芝（東京都立産業貿易センター浜松町館）にて

2部完全入れ替え制での開催を予定しております。お申込みの詳細等は別紙をご確認ください。

● キッズMBAとは？

「キッズMBA」は経済の仕組みや法律、社会問題をわかりやすく体系的に学ぶことができる小学生向け

キャリア教育プログラムです。仕事や社会に関心を持つことは、夢や目標を持つことにつながり、

お金について学ぶことにより消費者としての判断や自立、計画性を身につけることができます。

KBCタウンは「キッズMBA」の1年間の集大成としてキッズベースキャンプの子どもたちが集まり、

みんなで一つの街を作ります。

※ＭＢＡとは、一般的に、Master of Business Administrationの略で、経営学の大学院(修士課程)修了者に与えられる学位のことを指します。

● 2022年度 開催概要

【開催日】 2023年2月26日（日） 午前の部 9:30～12:30／午後の部 14:15～17:15
(完全入れ替え制）

【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。）

▲ 今年度会場：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
JR浜松町駅より徒歩4分 ゆりかもめ竹芝駅より徒歩2分

2020年オープンの新施設！

催行の判断について

KBCタウン2022は開催に向け、準備を進めさせていただ
きますが、今後の感染状況や世情によっては
中止とさせていただく場合がございます。

催行については改めて
開催1か月前を目途に
再度ご連絡をさせていただいます。

KBCタウンはKBCの子どもたちみんなが作る街。
より子どもたちの意見を反映し、素敵な街にするために
昨年度に引き続きKBCタウン市役所を設立することとなりました。

市役所を運営する職員は過去KBCタウンにも参加したことがある上級生の子どもたちを中心に構成され、
「広報課」「環境課」「まちづくり計画課」のいずれかの課に所属しします。
各店舗が作る会社やKBCタウンに並ぶショップの管理、カフェースペースやステージなどの公共スペースの
運営など、他の店舗のお友達と協力をしながら街作り全体のお仕事を担当します。

ＫＢＣタウン市役所 設立決定！

↑詳細はこちら
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Supported by ITO EN 

残念ながら昨年度のKBCタウンは中止となってしまったため、
昨年度決定したメンバーに 今年度も継続をいただきます。
そのため、今年度はKBCタウン市長選挙は行いません。
各店舗1名代表を決め、市長2名・副市長21名を任命いたします。

市長・副市長のご紹介

各店舗では、KBCタウンに出店する“会社づくり”を行います。
（詳細は裏面をご確認ください）

◆KBCタウン初代市長◆

なおなお
KBC大倉山

みゆりん
KBCα二子玉川

保護者の方はお客さんとしてご来場いただくことが可能です。
「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盛りだくさん。
是非、お客さんとしてKBCタウンに遊びにお越しください！

◆ お客さん ◆

◆ お店屋さん ◆

KBCタウン当日にショップを運営する役割です。
みんなで考えた商品を販売したり、これまでみんなで力を合わせて準備してきたことを披露しましょう。
前半と後半で役割を交代しますので、『お店屋さんとしてショップ運営にかかわる時間』と
『“ケビィ”を使ってお買い物を楽しむ時間』の両方を楽しむことができます。

▲ 今年度会場
KBCタウン市役所職員で会場の視察へ。
天井高5Mの広々とした空間を4フロア貸し切ります。

▲KBCタウン市役所職員で2022年度のテーマが決定！
「かがやけ！みんなのハーモニー

ようこそＫＢＣタウンへ」

オープニングアクター
募集！

今年度もオープニングアクトを
実施することが決定しました。
ダンスでKBCタウンを盛り上げ
てくれるアクターを募集します。
詳細は別紙をご確認ください。

×

午前の部 午後の部 タイムスケジュール 注意事項

9:30 14:15 受付開始

9:55 14:40 開会式・オープニングアクト

10:00 14:45 KBCタウン ＜前半＞スタート

11:00 15:45 休憩・お店屋さん交代

11:15 16:00 KBCタウン ＜後半＞スタート

12:00 16:45 お客さん入場受付締切

12:15 17:00 KBCタウン　終了・お引渡し

12:30 17:15 お引渡し終了

・二部制（完全入れ替え制）で開催し、混雑緩和に努めます。

・参加には別途「お店屋さん」「お客さん」としてのお申込みが必要です。詳細は別紙をご参照ください。

・現地集合・現地解散です。「お店屋さん」として参加するお子様は保護者様による送り迎えをお願いいたします。
　ご所属の店舗が出店するフロアにて集合・解散といたします。詳細は2月上旬にご案内いたします。

・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・4・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。
　上記時間帯は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。

・お客さんはKBCタウン開催時間内はいつでも入場可能です。最終入場は午前の部12：00／午後の部16：45です。

・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。
　売り切れ達成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。



＜インフォメーション＞

KBCタウンのお客さんの受付やご案内、

お忘れ物の管理をする場所です。

お困りのことがございましたら

各階のインフォメーションへお越しください。

＜ショップ＞

各店舗で会社をつくり「ゲーム」「物販」の

ショップを出店します。

各店舗ごとに商品の販売を行います。

装飾や商品作成はもちろん、

メニュー開発や販売戦略、レジ・誘導まで

子どもたちが自分たちで作り上げていきます。

＜ステージ＞

「オーニングアクト」の開催が決定！

KBC各店舗から希望者を集め、

この日限りのスペシャルパフォーマンスを披露します★

その他、市長による挨拶や

KBCタウンに関する動画などがお楽しみいただけます。

＜スペシャルクルー＞

スペシャルクルーは

KBCタウン市役所職員のパートナーとして

当日の運営を支えます。

銀行での換金作業など

KBCタウンの街づくりを担う特別な仕事を担います。

＜スタンプラリー・抽選会＞

KBCタウンは様々な企業の皆様に

ご協力をいただき運営を行っています。

企業ブースを回っていただくと、抽選会に

参加することが可能です。

＜KBCタウン銀行＞

KBCタウンでのお買い物は『ケビィ』という

疑似通貨を使用します。

現金を銀行で『ケビィ』換金し、お買い物にお使いください。

※再換金はできませんのでご注意ください。

※レイアウトは一例です

KBCタウンができるまで
各店舗で会社を設立し、KBCタウンを彩る様々なショップを運営します。
チームに分かれ、議論をし、みんなで協力をしながら準備を進めていきます。

社長

営業
チーム

CM
チーム

装飾
チーム

開発
チーム

運営
チーム

【各店舗でつくる
会社の組織図イメージ】

ー 新型コロナウイルス感染症対策の取り組み ー

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1時間に1回を目途に
消毒をいたします。

発熱等の体調不良が確認された場合、
該当者は業務に就きません。
また飛沫感染の防止として、不織布
マスクを着用いたします。

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。

・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。

・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タウンご来場にあたり、37.5度以上の発熱など体調不良の症状がみられた場合は、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。

１人あたりの占有面積が、2019年度比2.7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。

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。

ー ご来場される皆様へのお願い ー

会場内ではマスクをご着用ください。
（原則3歳以上の方は着用ください）

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）

ご来場いただく皆様に安心安全に楽しんでいただくため、感染症拡大防止のため様々な対策を行います。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

＜全員での活動＞

9月
・

10月

会社設立
会社の名前の由来は？会社とお店の名前の違いは？
どんな人が働いているの？まずは世の中の事例を学び、
その後、実際に会社名やショップ名を考え、決めます。

11月
・

12月

販売戦略検討・商品準備
入ってみたいと思うお店はどんな看板がついていたり、
どんな飾りつけがしてあるかな？ ショップの魅力を簡潔に伝えるキャッチ
コピーや目を引く看板デザインを考え、力を合わせて作ります。
商品の生産スケジュールも決め、準備を進めていきます。

1月
・

2月

リハーサル・KBCタウン本番！
お店屋さん・お客さんに分かれて本番通りショップの運営をしてみます。
うまくいかなかったとことは見直して、本番までにみんなで改善しましょう！

☆今年はこんなショップを企画中です☆

KBC溝の口：わにわにパニック／玩具

KBC新丸子：キャンドル

KBC五反田・大崎：スライムキット

KBC日吉：宝探し／重さ・長さ当て

KBC武蔵小杉東急スクエア：野菜収穫ゲーム／ポーチ

KBCα青葉台：輪投げ

KBCα用賀：海賊グッズ

KBCα池上：バスボム

KBCα都立大学：クッキーマグネット・フォトフレーム

KBCαたまプラーザ：メモスタンド／ころころ流し

KBCα二子玉川：絵合わせゲーム

KBC∞二子玉川：グラグラ海賊船

KBC∞武蔵小杉：ガチャガチャ

KBC∞三軒茶屋：カップインゲーム

KBC桜新町：ボール入れ／マジックハンド掴み

KBC宮前平：クリアせっけん

KBC雪が谷：障害物ゲーム／やわらかせっけん

KBC豊洲・東雲：さかな釣り

KBC武蔵小杉・元住吉：野球ボールゲーム／PKゲーム

KBC大井町：コースター・グラスセット

KBC下丸子：シール・ポーチ・キーホルダー

KBC大倉山：ボール転がし／バタバタパニック

全22店舗が作った会社が運営する
『ゲーム』『物販』の30のショップが

KBCタウンに並ぶ予定です！

＜イベントの催行につきまして＞
新型コロナウイルスの感染予防対策を講じ、
お子様の安全面を考慮した上でイベントを実施いたします。
また政府、各自治体からの要請・指導及び当社が感染リスクが高いと
判断した場合には、急遽イベントの中止をさせていただく場合も
ございます。予めご了承ください。

なお、本イベントはキッズベースキャンプのお預かり条件を
満たした方のみご参加いただけます。
お預かり条件や詳しいコロナウイルス感染対策に
つきましては詳細よりご確認ください。

ご自身で検温いただき、ご体調万全の上
お越しください。万が一以下の体調不良の症
状がみられた場合はお控えください。

従業員の体調管理

体調管理

▲詳細はこちら


