
主催／川崎国際環境技術展実行委員会

▶ 出展申込みは、ホームページへアクセス https://www.kawasaki-eco-tech.jp

▶ テクノトランスファー in かわさき2019についての申込は https://www.tech-kawasaki.jp/ttk2019/

かわさきエコテック
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出展のご案内
申込締切

（金）

出展規程
● 出展の取り消しと変更
1. 出展申込みの取り消しと変更
原則として申込締切日以降、すでに申込まれた小間に対する変更または取り消しはでき
ません。また、すでに振り込まれた料金の返還も行うことはできませんので、あらかじめ
ご了承ください。

2. 出展確定の解除
出展者が次のいずれかに該当する場合は、主催者は出展を取り消すことがあります。その
場合出展者から支払われた費用の返還には応じず、出展取り消しによって生じた出展者
及びその関係者の損害も補償しません。また、出展者は出展の取り消しによって主催者また
は事務局等に生じた損害を賠償するものとします。
① 出展者自らの都合で出展を取りやめた場合。
② 期日までに出展物の搬入・展示が行われなかった場合。
③ 期日までに出展料が納入されなかった場合。
④ 割り当てられた小間を第三者に譲渡し、また、貸与した場合。
⑤ 出展者が暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であると判明
したとき、または、これらの反社会勢力を利用していることが判明した場合。

⑥ その他、主催者が本展示会にふさわしくないと判断した場合。
● 開催の中止または延期
主催者が、天災その他不可抗力等により展示会の開催が難しいと判断し、中止または延期
した場合、それにより生じた損害についてその責を負いません。また、開催が中止された場
合、納入済みの出展料及び出展に要した費用について、償還と賠償の義務は負わないものと
します。

● 出展に関する注意事項
1. 出展内容
第12回川崎国際環境技術展の開催目的にふさわしい内容のものとし、公序良俗に反する
ものは禁止します。

2. 出展物の管理及び会場保全
主催者は、会場全体の管理に万全を期しますが盗難や天災、火災、不可抗力等による損害
は主催者では責任を負いませんので、出展者において管理し、保険等への加入などを行
い万全を期してください。また、出展者の行為で人身や施設に対する事故や損害を発生さ
せた場合は速やかに主催者に連絡し、出展者の責任で解決してください。

3. 禁止事項
① 屋外展示を除き、水を使用する展示及び１m2当たり500kgを越える重量物の出展は原則
禁止します。（水の使用に関してはご相談ください。）

② アンカー工事や給排水工事は出来ません。

③ 出展物及び各出展者の取扱商品の即売は禁止します。
④ 屋内での裸火の使用（電気においても赤熱部が露出するもの）は禁止します。
⑤ 消防法に反するものは禁止します。
⑥ 危険物の持込み、消防法で定める危険物を持込むことは禁止します。
⑦ 著しい騒音、振動、高熱、臭気を発生する機器または展示物は禁止します。
⑧ その他、主催者が運営管理上不適当と認めるものの持込みは禁止します。

4. 実演・講習・配布物
出展者は自社小間内での実演・講習を行うことは自由ですが万一、主催者が会場管理上
支障が生じると判断した場合は制限または禁止することがあります。また、配布物等を来
場者に渡す場合は自社小間内にて行ってください。他のブースの迷惑とならないよう注意
してください。

5. 外国貨物の取扱い及び招聘状の不発行
① 外国貨物の取扱いについて
本展示会場は保税展示場扱いとならないので、全ての展示物並びに装飾関連品等は通
関済み貨物に限ります。外国貨物のまま出展する場合の手続きは、全て出展者で行って
ください。

② 入国ビザ取得のための招聘状の不発行
主催者は、出展者が日本国への入国ビザ取得のために必要な招聘状の発行は原則とし
ていたしません。

6. 引合商談
出展者は会期中必ず担当者が常駐し（小品出展ブースは除く）、来場者の応接、引合、商
談、説明を行ってください。

7. 出展者説明会
出展者の決定後、出展に関する詳細について出展者説明会を開催します。

8. 小間位置の決定
小間割りについては、会場構成等を考慮し主催者側にて決定します。

9. 規程等の変更
主催者は、この規程を一部変更することがあります。変更した場合は速やかに出展者及
び関係者にお知らせします。

10. 個人情報の取扱について
出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令
を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。出展者の個人情報に関する紛争に関し
ては、主催者は一切の責を負いません。

11. その他
この規程に定めない、出展のための詳細は出展者説明会で配布します。

ビジネスプレゼンテーションのご案内（有償）
第12回川崎国際環境技術展では新たなビジネスチャンス創出の場として、出展の有無に係わらず、
会場内に設けるステージを自社のプレゼンテーションの場としてご活用いただくことが可能です。
希望される方は、第12回川崎国際環境技術展ホームページの【プレゼンテーション申込フォーム】
に必要事項をご記入の上、お申込みください。

【実 施 日】 2019年11月13日（水）・14日（木）
【プレゼン】 1社1ステージ 30分間
【料　　金】 16,200円（税込）

【実施会場】 1階プレゼンテーションステージ
【客席定員】 40名程度
【基本設備】 演台、PC、プロジェクター、スクリーン、
 音響設備、イス

第12回川崎国際環境技術展のホームページ
の「出展募集」にアクセスし、「出展規程」に同
意の上、必要事項を入力し送信してください。

申込フォーム
より応募

出展申込み情報受付後、追って事務局より、
ID・パスワードをメール送信。
「出展者マイページ」にログインし必要情報を
入力してください。

ID・パスワード
の発行

申込みいただいた出展者様には、追って出展
決定通知書及び出展料の請求書を郵送いた
します。出展料は指定の期日までに指定口座
にお振込みください。その際の振込手数料
は、出展者様のご負担とさせていただきます。
※詳細は請求書をご確認ください。

決定通知書
請求書の送付

※その他の備品等につきましては、別途主催者へご相談ください。備品機材によっては一部有料となります。
※当日の配布資料等は出展者様にてご用意ください。
※お申込み多数の場合、川崎国際環境技術展実行委員会事務局により、プレゼン企業の選定・ご出演スケジュールの調整をさせて頂きます。あらかじめご了承ください。

出展の申込方法・スケジュール

申込スケジュール 【 出展料納付期限 】 8月23日（金） 【 出展者説明会 】 8月30日（金）【 申込締切 】 8月2日（金）

【開催日時】 2019年2月7日、8日
【出展者数】 181団体270ブース
【ビジネスコンタクト】 780件

【来場者数】 約16,000人
【海外来場者数】 中国、韓国、ドイツ・イタリア・ロシア、タイ、
 ベトナム等を含む51か国から約190人が参加※未来を創る川崎イノベーション展含む

川崎市経済労働局 国際経済推進室内

川崎国際環境技術展実行委員会事務局 Tel. 044-200-2313　Fax. 044-200-3920
E-mail. 28ecotech@city.kawasaki.jp

［10:00▶17:00］
11/13水・14木2019年 カルッツかわさき

神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－４

第12回

12th Kawasaki International Eco-Tech Fair12th Kawasaki International Eco-Tech Fair

同時開催

第32回先端技術見本市 テクノトランスファー in かわさき2019
開催期間： 11/13（水）～15（金）

前 回 開 催 実 績
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ごあいさつごあいさつ

第11回川崎国際環境技術展の実績と参加者の声第11回川崎国際環境技術展の実績と参加者の声

主催者による積極的な広報主催者による積極的な広報

川崎国際環境技術展 出展対象カテゴリー川崎国際環境技術展 出展対象カテゴリー

小間の仕様・出展料小間の仕様・出展料

※出展希望カテゴリーをお申込みの際にお選びください。なお、出展カテゴリーの最終決定は主催者で調整させていただきますのでご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

▶ 会場のご案内

排ガス浄化装置、大気浄化、土壌汚染対策技術、
排水・廃液処理システム、水浄化装置等

大気・土壌・水環境ビジネス

SDGs、CSR、CSV、環境教育等

地域環境への貢献

環境配慮型事務用品、再生プラスチック製品、
節電・省エネ製品等

エコプロダクツ
燃料電池車、水素製造装置・機器、水素ステーション・

ディスペンサー、水素サプライチェーン等

水素エネルギー

環境測定・分析機器、遠隔監視システム、
環境管理ソフト等

環境ソリューション
大学・研究機関等による研究成果、
産学官連携による技術シーズ・成果等

産学官連携
電力・ガス小売、セット販売・ポイントサービス、

電力市場取引等

電力・ガス取引事業

太陽光、水力、風力、地熱、地中熱、バイオマス、
グリーンエネルギー発電技術、蓄電池等

再生可能エネルギー
気象観測・解析、気象災害対応、
感染症対策、生物多様性等

気候変動適応策
環境対応新素材、エコ素材、

バイオプラスチック、炭素繊維等

環境マテリアル・素材

廃棄物処理・関連製品、リサイクル技術等

廃棄物・リサイクルビジネス
植物工場、環境配慮型農業、
環境バイオ・食品バイオ技術等

農と食の環境ビジネス

環境配慮土木・建築工法、屋上緑化、断熱工法等

環境土木・環境建築
高効率照明、省エネ機器、コジェネ、ヒートポンプ、

エネルギー管理システム等

省エネ・エネルギーマネジメント
各国の環境問題・

環境技術のニーズ・シーズ等の紹介等

国際関連

●全体計画における、広告宣伝、配布用制作物等の来場者向けプロモーション費は、出展料に含まれます。
●出展料に含まれないもの／ ①二次側小間装飾経費　②レンタル品、追加のテーブルやイス等の経費　③基本を超える電気の負担金及び工事費　④電話回線工事・使用料　⑤プロバイダ料金
 ⑥展示品等の搬入出経費　⑦その他、ブース運営に関わる全ての経費　⑧出展者の故意または過失により他に損害を与えた場合の賠償経費　⑨展示物等に関わる保険費用
 ※レンタル品、電気工事等のオプションは、主催者が委託する事業者が対応する予定です。詳細は出展者説明会でご説明します。ご不明な点は事務局へお問い合わせください。

初回出展者限定「トライアルブース」！

● 出展料： 54,000円（税込）／1小間
● 定数に達し次第締め切らせていただきます。

● 出展資格： 初参加の出展者のみ
● スペース： 1出展者「一般出展ブースA」
 1小間限定

一般出展ブース A 《壁面小間》 一般出展ブース B 《スペース小間》
標準的な屋内の展示ブースです。 大きな出展物の展示や独自の自由装飾によるPR等に最適です。

標準壁面小間に比べ面積当たりの出展料は割安です。

重量物の展示に適しています。
カルッツかわさき向かいの
富士通スタジアム
第一駐車場を予定。 担当者の常駐を必要としない小品や

パンフレットの配置に最適です。

プロモーションツール
として事前にお渡しい
たします。

●第12回川崎国際環境技術展／１Ｆ大体育室

第12回川崎国際環境技術展では多数の来場者誘引に向けて、広報・PRを実施予定です。

開催の告知を
150社以上の
メディアへ
リリース配信

各種川崎市の
広報ツールを
通じた広報・PR

50,000通以上の
ダイレクトメール配信

※4小間例

1,9801,980

展示スペース

テープで区画

1,980

2,400

300

「川崎国際環境技術展」は、環境分野における優れた技術やノウハウを川崎から国内外へ発信し、出展企業・団体と国内外とのビ
ジネスマッチングの場を提供します。今回の展示会では、環境技術展において、環境先進都市川崎における様々な環境技術を広く
国内外に発信するとともに、多様なイノベーションやものづくり技術を展示・発信する第32回先端技術見本市「テクノトランス
ファー in かわさき2019」を同時開催することにより、魅力のある効果的な総合展として開催いたします。ぜひ多くの皆様に御出
展いただき、この機会をPR・ビジネスマッチングのチャンスとして御活用ください。

川崎国際環境技術展実行委員会

国内外の出展企業・団体とのビジネスマッチングをサポートする、多様な企画を実施！
川崎市が総力をあげて支援します。

本展への出展は会社や貴社製品の
PRの向上につながったと思いますか。

出展者アンケートより ビジネスコンタクト実績より

■ 来場者業種別割合

当日来場者実績より

※ただし、前回「未来を創る川崎イノベーション展」に出展された企業・団体は除きます。

今回初めて川崎国際環境技術展に出展される企業・団体を対象に、特別料金をご用意しております。
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案内状
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ビジネスマッチングを強力サポートビジネスマッチングを強力サポート

その他多数の企画をご用意しております!

出展者と来場者・
支援機関・
海外経済機関・
自治体等が参加する
交流会を実施

300枚～ 500枚～
・1小間以上200枚～
・100部単位で追加も可能

4小間以上 9小間以上

そう思う
69.2%

合計
85.7％

約85%の
出展者が

PRに繋がった
と回答

非常にそう思う
16.5%

Q

周辺マップ

■ 電車： JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩約15分
■ バス： 川崎駅東口バスターミナルより→乗車5分「教育文化会館前」
　【川崎市バス 系統番号】▶ 川04・川05・川07・川10・川13・川15
　【臨港バス 系統番号】▶ 川02・川03
　※主なバスのりば…11・12・13・14・15番
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経営支援
ＮＰＯ
クラブ

●第32回先端技術見本市
　　「テクノトランスファー in かわさき2019」／２Ｆ小体育室

中小企業支援を行なう認定特定非営利活動法人
「経営支援ＮＰＯクラブ」が展示ブースにバイヤー
企業を招致し、効果的な商談会の実施を支援

■ 1小間： 72,000円（税込）

※展示台1台、蛍光灯はオプション（希望者のみ・無料）
※角小間の場合、通路側のサイドパネルは設置いたしません。

小間サイズ

基本装備

壁面仕様

1小間（W1,980×D1,980×H2,400）    

システムパネル  オクタノルム白使用

社名サイン（H300×W900）日本語・英語
社名表記（1枚）、蛍光灯（40W)×1灯、
コンセント（100V300W）2口×1ヶ所

■ 1小間： 20,000円（税込）

※電気についてはオプションでの対応となります（有料）。

1小間（W1,000×D1,000×H900・2400）

社名サイン（H300×W900）日本語・英語社名表記（1枚）

小間サイズ

基本装備

システムパネル白（オクタノルム組）
壁面なし、展示台ストック付き

壁面仕様

■ 1小間： 102,000円（税込）
小間サイズ

基本装備

壁面仕様

1小間（W5,400×D3,600×H2,000）

壁面なし 横幕テントのみ

社名サイン（H300×W900）日本語・英語社名表記（1枚）、
天井蛍光灯（40Ｗ）×２灯、コンセント（100Ｖ300Ｗ）２口×１ヶ所（予定）

■ 4小間： 267,000円（税込）
■ 6小間： 370,000円（税込）
■ 8小間： 411,000円（税込）
■ 9小間： 462,000円（税込）
■ 10小間： 514,000円（税込）

※オプションとして展示台1台無料（希望出展者のみ）。
※電気及びパラペットについてはオプションでの対応と
　なります（有料）。

小間サイズ

壁面仕様

1小間（W1,980×D1,980） 

基本壁面なし、スペース渡し

パラペット
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第11回川崎国際環境技術展の実績と参加者の声第11回川崎国際環境技術展の実績と参加者の声

主催者による積極的な広報主催者による積極的な広報

川崎国際環境技術展 出展対象カテゴリー川崎国際環境技術展 出展対象カテゴリー

小間の仕様・出展料小間の仕様・出展料

※出展希望カテゴリーをお申込みの際にお選びください。なお、出展カテゴリーの最終決定は主催者で調整させていただきますのでご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

▶ 会場のご案内

排ガス浄化装置、大気浄化、土壌汚染対策技術、
排水・廃液処理システム、水浄化装置等

大気・土壌・水環境ビジネス

SDGs、CSR、CSV、環境教育等

地域環境への貢献

環境配慮型事務用品、再生プラスチック製品、
節電・省エネ製品等

エコプロダクツ
燃料電池車、水素製造装置・機器、水素ステーション・

ディスペンサー、水素サプライチェーン等

水素エネルギー

環境測定・分析機器、遠隔監視システム、
環境管理ソフト等

環境ソリューション
大学・研究機関等による研究成果、
産学官連携による技術シーズ・成果等

産学官連携
電力・ガス小売、セット販売・ポイントサービス、

電力市場取引等

電力・ガス取引事業

太陽光、水力、風力、地熱、地中熱、バイオマス、
グリーンエネルギー発電技術、蓄電池等

再生可能エネルギー
気象観測・解析、気象災害対応、
感染症対策、生物多様性等

気候変動適応策
環境対応新素材、エコ素材、

バイオプラスチック、炭素繊維等

環境マテリアル・素材

廃棄物処理・関連製品、リサイクル技術等

廃棄物・リサイクルビジネス
植物工場、環境配慮型農業、
環境バイオ・食品バイオ技術等

農と食の環境ビジネス

環境配慮土木・建築工法、屋上緑化、断熱工法等

環境土木・環境建築
高効率照明、省エネ機器、コジェネ、ヒートポンプ、

エネルギー管理システム等

省エネ・エネルギーマネジメント
各国の環境問題・

環境技術のニーズ・シーズ等の紹介等

国際関連

●全体計画における、広告宣伝、配布用制作物等の来場者向けプロモーション費は、出展料に含まれます。
●出展料に含まれないもの／ ①二次側小間装飾経費　②レンタル品、追加のテーブルやイス等の経費　③基本を超える電気の負担金及び工事費　④電話回線工事・使用料　⑤プロバイダ料金
 ⑥展示品等の搬入出経費　⑦その他、ブース運営に関わる全ての経費　⑧出展者の故意または過失により他に損害を与えた場合の賠償経費　⑨展示物等に関わる保険費用
 ※レンタル品、電気工事等のオプションは、主催者が委託する事業者が対応する予定です。詳細は出展者説明会でご説明します。ご不明な点は事務局へお問い合わせください。

初回出展者限定「トライアルブース」！

● 出展料： 54,000円（税込）／1小間
● 定数に達し次第締め切らせていただきます。

● 出展資格： 初参加の出展者のみ
● スペース： 1出展者「一般出展ブースA」
 1小間限定

一般出展ブース A 《壁面小間》 一般出展ブース B 《スペース小間》
標準的な屋内の展示ブースです。 大きな出展物の展示や独自の自由装飾によるPR等に最適です。

標準壁面小間に比べ面積当たりの出展料は割安です。

重量物の展示に適しています。
カルッツかわさき向かいの
富士通スタジアム
第一駐車場を予定。 担当者の常駐を必要としない小品や

パンフレットの配置に最適です。

プロモーションツール
として事前にお渡しい
たします。

●第12回川崎国際環境技術展／１Ｆ大体育室

第12回川崎国際環境技術展では多数の来場者誘引に向けて、広報・PRを実施予定です。

開催の告知を
150社以上の
メディアへ
リリース配信

各種川崎市の
広報ツールを
通じた広報・PR

50,000通以上の
ダイレクトメール配信

※4小間例

1,9801,980

展示スペース

テープで区画

1,980

2,400

300

「川崎国際環境技術展」は、環境分野における優れた技術やノウハウを川崎から国内外へ発信し、出展企業・団体と国内外とのビ
ジネスマッチングの場を提供します。今回の展示会では、環境技術展において、環境先進都市川崎における様々な環境技術を広く
国内外に発信するとともに、多様なイノベーションやものづくり技術を展示・発信する第32回先端技術見本市「テクノトランス
ファー in かわさき2019」を同時開催することにより、魅力のある効果的な総合展として開催いたします。ぜひ多くの皆様に御出
展いただき、この機会をPR・ビジネスマッチングのチャンスとして御活用ください。

川崎国際環境技術展実行委員会

国内外の出展企業・団体とのビジネスマッチングをサポートする、多様な企画を実施！
川崎市が総力をあげて支援します。

本展への出展は会社や貴社製品の
PRの向上につながったと思いますか。

出展者アンケートより ビジネスコンタクト実績より

■ 来場者業種別割合

当日来場者実績より

※ただし、前回「未来を創る川崎イノベーション展」に出展された企業・団体は除きます。

今回初めて川崎国際環境技術展に出展される企業・団体を対象に、特別料金をご用意しております。

 先着 5 社
トライアルブース数

屋外出展ブース

小品出展ブース

1,000 1,000

2,400

900

300

3,6005,400

2,000

ビジネス
マッチング
件数は

増加傾向全くそう思わない 0%

思わない 3.3%

どちらとも
いえない
11.0%

約86%の
参加者が
ビジネス層

案内状
DM

ビジネスマッチングを強力サポートビジネスマッチングを強力サポート

その他多数の企画をご用意しております!

出展者と来場者・
支援機関・
海外経済機関・
自治体等が参加する
交流会を実施

300枚～ 500枚～
・1小間以上200枚～
・100部単位で追加も可能

4小間以上 9小間以上

そう思う
69.2%

合計
85.7％

約85%の
出展者が

PRに繋がった
と回答

非常にそう思う
16.5%

Q

周辺マップ

■ 電車： JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩約15分
■ バス： 川崎駅東口バスターミナルより→乗車5分「教育文化会館前」
　【川崎市バス 系統番号】▶ 川04・川05・川07・川10・川13・川15
　【臨港バス 系統番号】▶ 川02・川03
　※主なバスのりば…11・12・13・14・15番

750

1000

500

2015 2016 2017 20192018

250

0

約380件
約430件

約620件

約780件
約670件

ビジネス
交流会

経営支援
ＮＰＯ
クラブ

●第32回先端技術見本市
　　「テクノトランスファー in かわさき2019」／２Ｆ小体育室

中小企業支援を行なう認定特定非営利活動法人
「経営支援ＮＰＯクラブ」が展示ブースにバイヤー
企業を招致し、効果的な商談会の実施を支援

■ 1小間： 72,000円（税込）

※展示台1台、蛍光灯はオプション（希望者のみ・無料）
※角小間の場合、通路側のサイドパネルは設置いたしません。

小間サイズ

基本装備

壁面仕様

1小間（W1,980×D1,980×H2,400）    

システムパネル  オクタノルム白使用

社名サイン（H300×W900）日本語・英語
社名表記（1枚）、蛍光灯（40W)×1灯、
コンセント（100V300W）2口×1ヶ所

■ 1小間： 20,000円（税込）

※電気についてはオプションでの対応となります（有料）。

1小間（W1,000×D1,000×H900・2400）

社名サイン（H300×W900）日本語・英語社名表記（1枚）

小間サイズ

基本装備

システムパネル白（オクタノルム組）
壁面なし、展示台ストック付き

壁面仕様

■ 1小間： 102,000円（税込）
小間サイズ

基本装備

壁面仕様

1小間（W5,400×D3,600×H2,000）

壁面なし 横幕テントのみ

社名サイン（H300×W900）日本語・英語社名表記（1枚）、
天井蛍光灯（40Ｗ）×２灯、コンセント（100Ｖ300Ｗ）２口×１ヶ所（予定）

■ 4小間： 267,000円（税込）
■ 6小間： 370,000円（税込）
■ 8小間： 411,000円（税込）
■ 9小間： 462,000円（税込）
■ 10小間： 514,000円（税込）

※オプションとして展示台1台無料（希望出展者のみ）。
※電気及びパラペットについてはオプションでの対応と
　なります（有料）。

小間サイズ

壁面仕様

1小間（W1,980×D1,980） 

基本壁面なし、スペース渡し

パラペット

パネル

横 幕

ポール
蛍光灯

※オプション

製造業
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主催／川崎国際環境技術展実行委員会

▶ 出展申込みは、ホームページへアクセス https://www.kawasaki-eco-tech.jp

▶ テクノトランスファー in かわさき2019についての申込は https://www.tech-kawasaki.jp/ttk2019/

かわさきエコテック

技術
が変われ

ば、未来が変わる

8月2日
出展のご案内
申込締切

（金）

出展規程
● 出展の取り消しと変更
1. 出展申込みの取り消しと変更
原則として申込締切日以降、すでに申込まれた小間に対する変更または取り消しはでき
ません。また、すでに振り込まれた料金の返還も行うことはできませんので、あらかじめ
ご了承ください。

2. 出展確定の解除
出展者が次のいずれかに該当する場合は、主催者は出展を取り消すことがあります。その
場合出展者から支払われた費用の返還には応じず、出展取り消しによって生じた出展者
及びその関係者の損害も補償しません。また、出展者は出展の取り消しによって主催者また
は事務局等に生じた損害を賠償するものとします。
① 出展者自らの都合で出展を取りやめた場合。
② 期日までに出展物の搬入・展示が行われなかった場合。
③ 期日までに出展料が納入されなかった場合。
④ 割り当てられた小間を第三者に譲渡し、また、貸与した場合。
⑤ 出展者が暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であると判明
したとき、または、これらの反社会勢力を利用していることが判明した場合。

⑥ その他、主催者が本展示会にふさわしくないと判断した場合。
● 開催の中止または延期
主催者が、天災その他不可抗力等により展示会の開催が難しいと判断し、中止または延期
した場合、それにより生じた損害についてその責を負いません。また、開催が中止された場
合、納入済みの出展料及び出展に要した費用について、償還と賠償の義務は負わないものと
します。

● 出展に関する注意事項
1. 出展内容
第12回川崎国際環境技術展の開催目的にふさわしい内容のものとし、公序良俗に反する
ものは禁止します。

2. 出展物の管理及び会場保全
主催者は、会場全体の管理に万全を期しますが盗難や天災、火災、不可抗力等による損害
は主催者では責任を負いませんので、出展者において管理し、保険等への加入などを行
い万全を期してください。また、出展者の行為で人身や施設に対する事故や損害を発生さ
せた場合は速やかに主催者に連絡し、出展者の責任で解決してください。

3. 禁止事項
① 屋外展示を除き、水を使用する展示及び１m2当たり500kgを越える重量物の出展は原則
禁止します。（水の使用に関してはご相談ください。）

② アンカー工事や給排水工事は出来ません。

③ 出展物及び各出展者の取扱商品の即売は禁止します。
④ 屋内での裸火の使用（電気においても赤熱部が露出するもの）は禁止します。
⑤ 消防法に反するものは禁止します。
⑥ 危険物の持込み、消防法で定める危険物を持込むことは禁止します。
⑦ 著しい騒音、振動、高熱、臭気を発生する機器または展示物は禁止します。
⑧ その他、主催者が運営管理上不適当と認めるものの持込みは禁止します。

4. 実演・講習・配布物
出展者は自社小間内での実演・講習を行うことは自由ですが万一、主催者が会場管理上
支障が生じると判断した場合は制限または禁止することがあります。また、配布物等を来
場者に渡す場合は自社小間内にて行ってください。他のブースの迷惑とならないよう注意
してください。

5. 外国貨物の取扱い及び招聘状の不発行
① 外国貨物の取扱いについて
本展示会場は保税展示場扱いとならないので、全ての展示物並びに装飾関連品等は通
関済み貨物に限ります。外国貨物のまま出展する場合の手続きは、全て出展者で行って
ください。

② 入国ビザ取得のための招聘状の不発行
主催者は、出展者が日本国への入国ビザ取得のために必要な招聘状の発行は原則とし
ていたしません。

6. 引合商談
出展者は会期中必ず担当者が常駐し（小品出展ブースは除く）、来場者の応接、引合、商
談、説明を行ってください。

7. 出展者説明会
出展者の決定後、出展に関する詳細について出展者説明会を開催します。

8. 小間位置の決定
小間割りについては、会場構成等を考慮し主催者側にて決定します。

9. 規程等の変更
主催者は、この規程を一部変更することがあります。変更した場合は速やかに出展者及
び関係者にお知らせします。

10. 個人情報の取扱について
出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令
を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。出展者の個人情報に関する紛争に関し
ては、主催者は一切の責を負いません。

11. その他
この規程に定めない、出展のための詳細は出展者説明会で配布します。

ビジネスプレゼンテーションのご案内（有償）
第12回川崎国際環境技術展では新たなビジネスチャンス創出の場として、出展の有無に係わらず、
会場内に設けるステージを自社のプレゼンテーションの場としてご活用いただくことが可能です。
希望される方は、第12回川崎国際環境技術展ホームページの【プレゼンテーション申込フォーム】
に必要事項をご記入の上、お申込みください。

【実 施 日】 2019年11月13日（水）・14日（木）
【プレゼン】 1社1ステージ 30分間
【料　　金】 16,200円（税込）

【実施会場】 1階プレゼンテーションステージ
【客席定員】 40名程度
【基本設備】 演台、PC、プロジェクター、スクリーン、
 音響設備、イス

第12回川崎国際環境技術展のホームページ
の「出展募集」にアクセスし、「出展規程」に同
意の上、必要事項を入力し送信してください。

申込フォーム
より応募

出展申込み情報受付後、追って事務局より、
ID・パスワードをメール送信。
「出展者マイページ」にログインし必要情報を
入力してください。

ID・パスワード
の発行

申込みいただいた出展者様には、追って出展
決定通知書及び出展料の請求書を郵送いた
します。出展料は指定の期日までに指定口座
にお振込みください。その際の振込手数料
は、出展者様のご負担とさせていただきます。
※詳細は請求書をご確認ください。

決定通知書
請求書の送付

※その他の備品等につきましては、別途主催者へご相談ください。備品機材によっては一部有料となります。
※当日の配布資料等は出展者様にてご用意ください。
※お申込み多数の場合、川崎国際環境技術展実行委員会事務局により、プレゼン企業の選定・ご出演スケジュールの調整をさせて頂きます。あらかじめご了承ください。

出展の申込方法・スケジュール

申込スケジュール 【 出展料納付期限 】 8月23日（金） 【 出展者説明会 】 8月30日（金）【 申込締切 】 8月2日（金）

【開催日時】 2019年2月7日、8日
【出展者数】 181団体270ブース
【ビジネスコンタクト】 780件

【来場者数】 約16,000人
【海外来場者数】 中国、韓国、ドイツ・イタリア・ロシア、タイ、
 ベトナム等を含む51か国から約190人が参加※未来を創る川崎イノベーション展含む

川崎市経済労働局 国際経済推進室内

川崎国際環境技術展実行委員会事務局 Tel. 044-200-2313　Fax. 044-200-3920
E-mail. 28ecotech@city.kawasaki.jp

［10:00▶17:00］
11/13水・14木2019年 カルッツかわさき

神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－４

第12回

12th Kawasaki International Eco-Tech Fair12th Kawasaki International Eco-Tech Fair

同時開催

第32回先端技術見本市 テクノトランスファー in かわさき2019
開催期間： 11/13（水）～15（金）

前 回 開 催 実 績




