
Matching HUB Sapporo 2018

1.規約の履行

JR札幌駅からお越しの方

新千歳空港からお越しの方

タクシー
タクシー（約1,200円）

約10分
JR札幌駅 札幌パークホテル

出展規約

会場アクセス

お問い
合わせ

出展者は、本規約及び主催者から提示された募集要項等を
遵守しなくてはならない。これらに違反したと主催者が判断
した場合、主催者は、その時期を問わず出展申し込みの拒
否、出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・ 変更を命
じることができる。

2.出展者の選考
出展者は主催者が定める本イベントの開催趣旨に沿う企
業・団体に限定し、 応募多数の場合は、主催者側で協議し
選考することとする。

3.出展申し込み及び
　出展料の支払い
本展示会は、出展者の出展申込書を主催者が受領し、かつ
出展料の入金が確認できた時点で正式な申し込みとする。
なお、振込手数料は出展者が負担するものとする。

4.出展の取り消し
出展者が出展料の入金後の出展取り消し・解約はできない。

5.ブース位置の決定
ブース位置は主催者が出展内容、会場構成等を考慮して決定
する。

8.賠償責任
（1）主催者はいかなる場合においても、出展者が展示ス
ペースを使用することによって生じた人及び物品に対する
傷害・損害等に対し、一切の責任を負わない。また、出展
者の不注意等によって生じた本展示会場内及びその周辺 
の建築物・設備に対するすべての損害について、一切責任
を負わない。
（2）主催者は、天災その他不可抗力の原因による会期の
変更・開催の中止 によって生じた出展者及び関係者の損
害は補償しない。
（3）主催者は、自然災害・交通機関の遅延・社会不安に
よって生じた出展者 及び関係者の損害は補償しない。
（4）本展示会での商談や取引の内容等については、主催
者側は関与せず、 一切の責任を負わない。

6.ブースの転貸等の禁止
出展者は自団体分のブースを主催者の承諾なしに転貸・売
買・交換、あるいは譲渡することはできない。

7.展示に関する規定
（1）展示物等の搬入・搬出及び展示方法等は、出展マニュア
ル等に規定され、 出展者はこれを遵守しなければならな
い。
（2）本展示会場での商品販売は禁止する。
（3）出展者は、他の出展者の迷惑となる行為または近隣の
展示を妨害してはならない。主催者が、他の出展者へ多大な
迷惑を与えていると判断した場合は、その中止・変更を命じ
ることができる。
（4）出展者は、本展示会場に適用されるすべての防火及び安
全法規・行政指導を遵守しなければならない。
（5）本展示会において、出展者が会場の施設・備付物件を損
傷または紛失したときは、出展者の責任と負担において現
状復旧するものとする。
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中島公園駅下車3番出口の目の前がエントランスです。

札幌駅から札幌パークホテルは車で約10分
地下鉄で約5分。
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16:30～18:00

Match i ng  HUB Sappo ro  2018  募集要項

10:30～16:00 札幌パークホテル
札幌市中央区南10条西3丁目

大学・高専等と企業等とのマッチングイベント

北海道の活性化を目指した
新産業創出と人材育成
大学間連携 共同研究 知財のビジネス化

北海道と北陸の連携

共催：北陸先端科学技術大学院大学、中小企業基盤整備機構北海道本部

後援：北海道COC+コンソーシアム、帯広畜産大学、北見工業大学、札幌市立大学、千歳科学技術大学、筑波大学 国際産学連携本部、北海道大学 産学・地域協働推進機構、

北海道科学大学、室蘭工業大学、稚内北星学園大学、旭川工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校、苫小牧工業高等専門学校、北海道、地方独立行政法人北海道立総合研究機構、

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター、札幌市、小樽市、札幌商工会議所、小樽商工会議所、北海道中小企業家同友会、札幌証券取引所、北洋銀行、北陸銀行、

北海道信用金庫、経済産業省北海道経済産業局(予定)、北海道銀行(予定)

主催：国立大学法人 小樽商科大学

中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）

担当  クリス、佐々木  ／  受付  9：00 ～ 17：00（平日）



ご挨拶
　本学では昨年、北海道で研究者と事業者のマッチングを促進し、共同研究及び大学間連

携（文系・理系大学の融合）の活性化を図ることを目的として、小樽市において「Matching 

HUB Otaru 2017」を開催致しました。多くの皆様のご支援、ご協力を頂いたことに感謝を申

し上げます。

　本年は、「Matching HUB Sapporo 2018」を、札幌市において規模を拡大して開催致しま

す。国内唯一の商学（＝ビジネス）に特化した国立大学である小樽商科大学が、これまでの

地域中小企業支援の実績と、理系大学が持つ知財の事業化を支援する「文理融合事業」の

ノウハウを活かして中小企業と大学が持つ知財・技術シーズをマッチングし、その事業化を

支援することが出来ればと思っております。ぜひ、この機会を活用し、産学官金の交流を深め

ていただきますようお願い申し上げます。　

出展申し込み受付完了メールに記載されている

URL http://matching-hub.net/info-form/ 

にアクセスし、「出展情報送付手順」に沿って、冊

子掲載情報を入力してください。 

展示会募集要項

「食品加工」「環境・エネルギー」「金属・機械・自動車」「電気・電子」「IT・ソフトウェア」「暮らし（衣・食・住）」「その他製造」

「産学官金連携」の分野で製品・商品を有する企業、公的機関、研究機関、金融機関、関係団体、 大学（研究者、学生）、高等専門

学校等

開催当日、会場で配布するガイドブックに出展ブースの情報を掲載致します。「2  冊子掲載情報入力」でご入力いただいた内容

をもとに作成しますが、校正のご依頼等、詳細については、「株式会社K2」からご案内致します。 

・会場には必ず出展される企業・団体・大学等のご担当者が常駐し、

  出展物の説明を行ってください。

・ブース装飾は各自でご準備お願い致します。

・販売行為、火気及び危険物の取り扱いは、一切禁止しております。

出展対象

募集ブース・規格

■ ブース運営について

■ 募集ブース／40ブース (予定 )

■ 1ブース（1小間）／幅：1960mm×奥行1000mm
1500mm

900mm
1800mm

2400mm

1960mm

700mm

システムパネル

展示用テーブル

椅子

テーブルクロス

社名板

電源

H2400mm×W1960mm（990mm×2）×D15mm

W1800mm×D900mm×H700mm

1脚

1枚

1枚

2口コンセント（100V/300W）×1個

開催までのスケジュール

その他

ガイドブックの作成について

展示会場内でミニセミナー（１団体１回３分程度）を開催します。希望される団体は申し込みフォームで「ミニセミナーを行う」に

チェックをしてください。なお、申し込み数によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

ミニセミナーについて

展示会終了後、出展者交流会を開催致します。（会費2,000円）

申し込み方法については、出展者マニュアルに掲載予定です。 

出展者交流会について

ブース出展料 40,000円（税込）

社  名  板

申し込み方法
出展のお申し込みは、

Webサイト http://matching-hub.net/application/ にアクセスし、申し込みフォームよりお申し込みください。

6月 日 土30

出展申込申込締切日 7月2018年 2018年日 まで火31 冊子掲載
情報入力 8月 日 まで金10

より下記の要領でお願いします。

1 出展申し込み

出展料のお振込をもって出展確定となります。後日、出展マニュアルを送付します。

6　月 7　月 8　月 9　月

3

北洋銀行　
小樽中央支店
普通　3969740 
名義　ｺｸﾘﾂﾀ ｲ゙ｶ ｸ゙ﾎｳｼ ﾝ゙ｵﾀﾙｼﾖｳｶﾀ ｲ゙ｶ ｸ゙

2 出展料を次の口座にお振込みください。
※振込手数料は出展者様の負担とさせていただきます。 2 冊子掲載情報入力

一般出展受付（6/30～）

出展申込締切　7/31（火）
9/20（木）
MatchingHUB
Sapporo開催

開催告知・一般参加受付開始（8/16～）
入力締切　8/10（金）

出展者情報はこちら   　http://matching-hub.net/sapporo2018/exhibit-list/

冊子掲載情報入力（6/30～）

小樽商科大学長 和田 健夫

社名版


