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1998年10月、札幌市では、環境問題を解決していくために必要な一人ひとりの役割を、すでに行動している人たちに示してもらい、その輪を広げることを目的として、「エコアクションさっ

ぽろ98」を開催しました。

「エコアクションさっぽろ」は2001年まで４回開催され、これらの展示会がベースとなり、2002年より市民・企業・行政がそれぞれの立場から環境保全活動の取組を紹介し、交流すること

を目的とした総合環境イベント「環境広場さっぽろ」がスタート。2017年まで毎年、アクセスサッポロを会場に大規模に開催され、環境保全に向けた意識を醸成し、地球環境を守るための活動

を発展・拡大させるイベントとして、およそ３万人以上の来場者を集める東北以北最大規模の環境総合展に成長しました。

2008年6月25日の「環境首都・札幌」宣言から10周年の節目を迎えた2018年に、「環境広場さっぽろ」は、「エコチルまつり」「スポーツ体験イベント」「職業体験イベント」と統合し、

開催会場を札幌ドームへと移すなど、次世代を担う子どもたちが楽しく環境を学ぶことができる一大総合環境イベントとしてリニューアルし、北海道最大級の環境・SDGsイベントとして開催し

ています。

2023年に日本で開催されるG7サミットに伴う関係閣僚会合のうち、「気候・エネルギー・環境大臣会合」が2023年4月15日（土）及び4月16日（日）に札幌市で開催されること

となりました。G7サミット（主要国首脳会議）とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ（議長国順）の7か国の首脳並びに欧州理事会議長及び欧州

委員会委員長が参加して、毎年開催される国際会議です。日本での開催は2016年の伊勢志摩サミット以来7年ぶりとなります。

札幌市は、2008年に「環境首都・札幌」を宣言し、2018年には国から「SDGs未来都市」における初の選定都市の1つに選ばれ、持続可能な社会を目指す国際的な目標である

SDGs達成に向けて先導的に取り組んでいます。また、2022年8月に市制100周年という節目を迎え、次の100年に向けて新たな歩みを進め始めている札幌市では、この素晴らしい環

境を次世代へ引き継いでいくため、2021年3月に策定した札幌市気候変動対策行動計画の中で2050年ゼロカーボン実現を見据えて、2030年温室効果ガス排出量を2016年比で55％

削減することを目標に掲げました。2022年11月には積雪寒冷地の特性を生かした産学官による取組などが評価され、環境省の脱炭素先行地域にも選定されました。今回の大臣会合

を契機に、こうした取組を国内外に発信するとともに、市民・事業者の環境意識の向上を図り、一丸となって環境保護に取り組み、脱炭素社会の実現に向けた動きを加速させていき

たいと考えています。

「G７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」開催にあたって

「環境広場」とは？



ごあいさつ／開催概要
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イベント名：

開 催 日 時：

会 場：

入 場 料：

来場者目標：

主 催：

「環境広場ほっかいどう2023～G７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合 開催記念イベント～」開催に向けて

【開催概要】

※写真は「環境広場さっぽろ」です

2023年4月15日（土）～16日（日）に札幌市で開催される「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」を記念し、多くの道民・市民の方々に楽しみながら

環境やSDGsに関心を持っていただくとともに、環境ビジネスの振興を目的として、「環境広場ほっかいどう2023」を開催いたします。

環境問題を中心にSDGsの視点も取り入れた社会問題解決を目指す展示会として、環境やSDGsの情報発信の場として、製品・サービスの訴求、ブランディン

グ、CSR、ビジネスマッチング、環境学習の機会提供の場として、企業・団体の事業の発展につなげていただけますと幸いです。

いまだにコロナ禍によって様々な制約がある状況ですが、開催に際しては北海道の「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、今後の感染状況などにより適宜

対応し、状況に合わせた感染防止対策を講じます。来場者を含めた関係者の皆様の安全を最優先に考え、出展者の皆様もご協力を賜りますようお願い申し上げ

るとともに、皆様のご出展を心よりお待ちしています。

Ｇ７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合実行委員会 会長(札幌市長） 秋元 克広

環境広場ほっかいどう2023

～G７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合 開催記念イベント～

2023年４月15 日（土）・16 日（日） 10:00～16:00

設営日：4月14日（金）

撤去日：4月16日（日）

札幌ドーム（札幌市豊平区羊ヶ丘１）

無料

30,000人

Ｇ７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合実行委員会



会場構成／実施コンテンツ
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最新エコカーが大集合します！お気軽にエコカーの
静かで楽しい走りを体験できる場とします。

様々な業種から最新の環境技術や環境配慮、製品
の紹介、環境体験コーナーなど多数の展示が集結
します。道内の環境に対して関心の高い来場者に
対し、様々な展示が展開できます。

【出展形態】
●基本ブース出展 ●スペース出展
●セミナーイベント

子どもたちを対象に「職業体験」を行います。企
業の協力を仰ぎ、様々なお仕事体験ができるス
ペースを中心とし、その周辺では各企業がPRで
きるブースを設置いたします。また、親子で楽し
く環境について学べるセミナーを開催します。

【出展形態】
●基本ブース出展 ●セミナーイベント
●お仕事体験

ステージでは企業のＰＲタイムをはじめ、小学
校・団体や行政などの取組を紹介します。環境活
動等の発表やパネルディスカッションの場として
活用できるほか、クイズやゲームなど、実際に来
場者が参加できるステージプログラムも展開しま
す。また、その模様はYouTubeにてライブ配信さ
れ、アーカイブとして期間中、閲覧が可能です。

【出展形態】
●ステージ出展

たくさんの方が訪れたくなるような魅力的な飲食
物を提供するスペースを用意します。地産地消、
脱プラ、食品ロス等をテーマとした北海道らしい
メニューの販売を目指します。

【出展形態】
●スペース出展 ※キッチンカー出展も可能です。

子どもたちから大人の方まで、親子で楽しめ、環
境についても触れることができるプログラムやス
ポーツ体験教室なども展開します。

【出展形態】
●スポーツ体験

環境・SDGｓ ZONE

スポーツ ZONE

フード ZONEステージ・ライブ配信

キャリア教育 ZONE

エコカー試乗会

【出展形態】
●１車種出展

バーチャルツアー

※別添資料参照



出展について①／基本ブース出展・スペース出展
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●サイズ 間口3.0m× 奥行3.0m× 高さ2.4m
●仕様／システムパネル
●パラペット（出展者名表示／16文字以内）表記は小間番号と出展者名（または団体名）と

SDGsマークのみとなります。
※ロゴマーク、指定書体での表記はできません。
※「SDGs 17の取り組み」の内、出展者が関連しているマークをパラペットに掲載します。

企業がより環境等への意識・取り組みが高いかが一目で分るブース作りを考えています。
●小間内で使用する備品類の付帯はございませんので、事務局リースをお申し込みいただくか、
自社にてご手配をお願い致します。

●電気（コンセント・照明など）は別途お申し込みください。
※単相100V／1回線1.5kW：30,000円（税別）

●側面パネル 開放感のある会場づくりを行う為、前側面パネルを開口とします。
側面パネルの追加に関しては、隣接ブースの許諾が必要とされますので、予め事務局に申請ください。
また、側面パネルの追加は有料となり、申請された企業のご負担となりますのでご了承ください。
※側面パネル：1枚5,000円（税別／左右の場合は×２）

●なお、角小間の場合は、通路側の壁面（袖パネル）はつかず、パラペットのみとなります。通路側に
パラペットが必要な場合は装飾・施工申請書にて事前に申請ください。

(株)ＳＤＧｓ

300,000円
①基本ブース
1小間 9㎡ 間口3m×奥行3m×高さ2.4m
※バーチャルツアー小ブース１小間（300,000円）とセット注文の

場合は合計500,000円となります（16ページ参照）

②小スペース
間口6m×奥行6m（36㎡）
※スペース出展は土間渡しとなります。

出展形態 出展料（単価／税別）

③中スペース
間口10m×奥行10m（100㎡）
※スペース出展は土間渡しとなります。

④大スペース
間口10m×奥行20m（200㎡）
※スペース出展は土間渡しとなります。

1,000,000円

2,500,000円

3,500,000円

【スペース出展】

【基本ブース出展】

●スペース出展は独立小間でスペース渡しとなります。
●小間位置を区分けするテープのみとし、主催者は基礎
小間施工は行いません。小間装飾は各出展者の費用負担
で行ってください。

※出展ブース及び出展スペース内で販売行為を行う際は、販売手数料＝売り上げの 15％が発生いたします。事前に販売品目と金額の申請、会期後に手数料の清算をお願いいたします。
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出展について②／環境・SDGｓ ZONE、エコカー試乗会

環境・SDGｓ ZONE／セミナーイベント

エコカー試乗会

1車種（2日間）

50,000円（税別）

体験時間は調整可能です。
当日、出口前で受付を行います。

1体験（講演）1時間
①10:30～ ②11:45～
③13:00～ ④14:15～

●セミナースペース
幅9ｍ×奥行9ｍ、3方バックパネル有、
テーブル12本、イス36脚
※その他、モニター等の備品は事務局にご相談ください

1日4回×2日間限定

環境・SDGｓ ZONE／基本ブース出展

基本ブース
1小間 間口3m×奥行3m×高さ2.4m×全159小間 ※金額等4ページ参照

環境・SDGｓ ZONE／スペース出展

小スペース 間口6m×奥行6m（36㎡）×２ヵ所

中スペース 間口10m×奥行10m（100㎡）×9か所

大スペース 間口10m×奥行20m（200㎡）×4ヵ所 ※金額等4ページ参照

1体験(1時間）

50,000円（税別）
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出展について③／キャリア教育 ZONE、スポーツ ZONE

キャリア教育 ZONE／セミナーイベント

●セミナースペース
幅12ｍ×奥行６ｍ、バックパネル有、テーブル12本、
イス36脚、簡易PA1台あり
※その他、モニター等の備品は事務局にご相談ください。

1日4回×2日間限定

1体験(1時間）

50,000円（税別）

1体験（講演）1時間
①10:30～ ②11:45～
③13:00～ ④14:15～

キャリア教育 ZONE／基本ブース出展

基本ブース
1小間 間口3m×奥行3m×高さ2.4m×全10小間 ※金額等4ページ参照

スポーツ ZONE／スポーツ体験

1日１体験を3フィールド予定
※1フィールド／10m×25m
※体験時間は調整可能です。

1体験（２日間）

200,000円（税別）
3者限定

1日８体験程度を想定
※体験時間は調整可能です。

キャリア教育 ZONE／お仕事体験

1体験（２日間）

200,000円（税別）

●体験スペース
５ｍ×５ｍ（土間渡し）、バックパネル無し、
ポールパテーション仕切り、テーブル6本、イス
18脚あり
その他レンタル品と電気工事は別途料金となります。

8者限定

※スポーツZONEは基本コンクリートの床となります。人工芝やパンチカーペットが必要な場合は別途オプション
となりますので金額等は事務局にご確認ください。また、スペース内で電気が必要な場合は別途電気工事費が発
生いたしますので事前に申請をお願いいたします。



出展について④／ステージ ZONE、フード ZONE
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フード ZONE

【お申し込みにあたってのご注意】

●販売手数料 売り上げの 15％が発生いたします。

●調理行為を行い、飲食物を提供する店舗に限ります。

●火器の使用は不可となります。

●飲食物提供以外の行為については別途ご相談ください。追加料金が発生する場合があります。

●「食品衛生責任者」の設置、店舗への食品衛生責任者の氏名を記載した掲示板の掲出が必要

です。（事前に修了証（コピー）をご提出いただきます）

●出展可能な小間数に限りがございます。（その他、事務局の判断により販売品目の内容や

価格を調整させていただく場合がございます。）

地産地消、脱プラ、食品ロス削減等をテー
マとしたメニュー、北海道らしいメニュー、
道産食材を使用したメニュー等を 1 品以上
ご提供ください。

スペース出展
3m×6m（キッチンカーも可）

2日間 100,000円（税別）

ステージ・ライブ配信

1ステージ

100,000円（税別）
1ステージ30分（前後5分セッティング含）
1日10ステージ程度×2日間想定
※公演時間・セッティング時間は調整可能
です。

①10時30分～ ②11時00分～ ③11時30分～ ④12時00分～

⑤12時30分～ ⑥13時00分～ ⑦13時30分～ ⑧14時00分～

⑨14時30分～ ⑩15時00分～

【ステージ開催予定企画】

・オープニングセレモニー ・パネルディスカッション

・キッズファッションショー ・子ども発表会など

スペース出展の為、土間渡しとなります。壁面、備品、装飾、電源等はありませんので、
別途有料にて承ります。※ブース装飾は各自でお願いいたします。



出展について⑤／その他
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イベント協賛について

1口 30,000円(税別）

ご芳名を会場内案内看板、ステージ横看板、
ポスター、Web、ガイドブック等に掲出
いたします。

※２口以上のお申し込み企業は会場にてチラシが設置できます（場内にチラシ設置場所を設けます）。
※５口以上のお申し込み企業は来場予約プレゼントにチラシまたはパンフレットの封入が可能です。
※２０口以上のお申し込み企業は御社のロゴマークを使用できます。

プレゼント協賛について

特設ホームページ上で来場事前
予約者を募ります。予約者には
会場にて各協賛者から頂いた景
品の詰め合わせをプレゼントし
ます。プレゼントを協賛下さっ
た企業は会場内案内看板、ス
テージ横看板、ポスター、Web、
ガイドブック等に掲出いたしま
す。

１日 500組×２日間

ガイドブックへの広告掲載

ガイドブック（タブロイド版4面）に広告（12.3cm×8.3cm／カラー）を掲載できます。
ガイドブックはエコチル4月号とともに各小学校・中学校・高校に配布されるほか、関係各
社や来場者にも配布されます。

札幌市内小学校 表４全2段

札幌市内小学校 中面半2段

札幌市内中学・高校 表４全2段

札幌市内中学・高校 中面半2段

400,000円(税別)

150,000円(税別）

200,000円(税別）

75,000円(税別）

表4全2段 中面半2段 中面半2段 中面半2段 中面半2段

【表紙】【裏表紙】 【見開き中面】
◀環境広場さっぽろ2022プレゼント交付の様子

※1家族＝1組として



出展について⑥／感染対策について
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【感染症対策について】

「環境広場ほっかいどう2023」では出展者、来場者の皆様が安全・安心にイベントに参加いただけるよう、国及び北海道の示すイベント指針・ガイドラインに則り本イベントの運営を行います。

〇主催者の取組

① スタッフは毎日の体調観察をおこない、体調不良の場合は勤務いたしません

② スタッフはマスクを着用し、衛生手袋、アクリル板などを適宜使用いたします。

③ スタッフも手指消毒を徹底いたします。

④ 施設内の換気をいたします。

⑤ トイレの衛生状態について、定期的にチェックいたします。

⑥ 施設内の消毒について、EVスイッチ・各ドアノブは定期的に消毒作業を行い、来場者用手指消毒液なども適切に配置します。

⑦ 会場レイアウト、お客様動線など、十分な間隔を確保し、来場人数の管理を行い混雑を防止します。

⑧ 出展関係者に関しても、主催の感染防止対策ルールを遵守いただきます。

⑨ 入場時の体温チェックなど適切な管理を行います。

〇出展者へのお願い

①スタッフ全員のマスク着用と手洗い、手指消毒を徹底してください。また、外出や商談後にスタッフの手指消毒の徹底をお願いいたします。

②出展ブースをデザインする際は、密を避けるデザインとなるよう配慮し、現場施工の負担が大きくならないデザインを計画してください。

③商談エリアで来場者と対面となるレイアウトの場合には、双方のマスク着用の徹底をお願いいたします。

④ブース内の共有物品やドアノブなど、人の手が触れるものを清拭消毒するようお願いいたします。出展物などは頻繁な消毒または来場者が触れにくいような工夫をお願いいたします。

⑤顧客を招待する際は、会場での検温があること、マスク着用が必須であることなど注意事項の周知をお願いいたします。

⑥商談や説明時なども含め大声での会話や呼び込みはお控えください。



広報計画
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●子ども環境情報紙エコチルによる広報

北海道内の小学校で毎月配布されている子ども環境情報紙エコチル紙面に
よる広報を実施。

媒体名称：「エコチル北海道版」
創 刊：2006年4月
形 態：タブロイド版 オールカラー ８ページ～
発行頻度：月1回
配布場所：北海道内小・中・高等学校（中学校・高校は札幌市
立のみ）、札幌市内の児童会館・ミニ児童会館ほか
※2022年9月現在

道外では、東京都内・横浜市・神奈川県湘南エリア・静岡市・
長野県佐久地域・大阪市で毎月1回 小学校で配布中

〇北海道版3月号（発行日：2023年3月13日） 右記ABCDエリア
紙面内にイベント開催を周知する広告を掲載。

〇北海道版4月号（発行日：2023年4月10日） 右記ADエリア
エコチル同サイズの「イベントガイドブック４P」を作成し、エコチルに挟み込んで配布。
対象の学校へイベント開催を周知します。

エコチル北海道版 エリア・部数内訳

A 札幌小学校配布 84,757部
B 札幌近郊小学校配布 54,942部
C 地域小学校配布 93,515部
D 札幌市立中高配布 51,101部

●ポスターの制作

B３ポスターを作成し、交通広告（地下鉄、札幌近郊路線バス内）や公共施設などの掲出を予定しています。

●その他メディアを活用した広報

メディアとして道内で圧倒的な購読数を誇る北海道新聞へ掲載予定。

・札幌商工会議所広報誌「さっぽろ経済」3月号掲載 ・広報さっぽろ4月号掲載
・ふりっぱー4月号掲載 ・どさんこワイド街角30秒勝負 （予定）

※2022年「環境広場さっぽろ」ポスター



スケジュール／出展コンテンツ総数

-11-

【出展コンテンツ総数】※バーチャル会場別

■環境・SDGs ZONE

基本ブース（3m×3m）×159／システムパネル壁面

36㎡ブース（6m×6m）×２／スペース渡し

100㎡ブース（10m×10m）×9／スペース渡し

200㎡ブース（10m×20m）×４／スペース渡し

セミナースペース（9m×9m）×１／システムパネル壁面

商談コーナー6カ所 テーブル×35 イス×140

■スポーツ ZONE

スポーツフィールド（10m×25m）×３／スペース渡し

乗馬体験（5m×15m）×１／スペース渡し

■キャリア教育 ZONE

体験スペース（5m×5m）×８／スペース渡し

セミナースペース（9m×12m）×１／システムパネル壁面

基本ブース（3m×3m）×10／システムパネル壁面

100㎡ブース（10m×10m）×10／スペース渡し

展示スペース（360㎡）×１／スペース渡し

■フード ZONE／ステージ・ライブ配信

フードスペース（3m×6m）×14／スペース渡し

ステージ（約13m×6m）×１

ステージ客席 ステージ前イス×200

休息スペース テーブル×140 イス×560

【開催までのスケジュール（予定）】

●2023年1月

出展者募集サイトオープン

申込1次締切 1月末日

●2023年2月

出展者説明会 2月13日

特設ホームページ公開 2月下旬

※ホームページにて体験教室及びセミナー等参加募集開始

申込最終締切 2月末日

●2023年3月

子ども環境情報紙エコチル3月号発行 3月13日

各種申請書締切 3月中旬

告知広告／ポスター掲示、プレスリリース等 3月中旬～

出展料金振込期限 3月31日

●2023年4月

子ども環境情報紙エコチル4月号発行 4月10日

4月14日(金）会場設営

4月15日（土）～16日（日）イベント開催・撤去



申込方法・支払
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【申込方法】

・出展申込は専用ホームページ内「出展申込フォーム」からお申し込みください。

https://ecochil.net/shutten2023/

・ご希望の小間位置やスペース、時間帯などは決定優先となります。

・出展審査の後、審査結果を担当者宛てに通知します。

【申込締切日】 第1次締切 2023年１月31日（火）

第2次締切 2023年２月28日（火）

・予定数に達した場合は、申込締切日以前に募集を終了することがあります。

【出展料支払い期限】2023年３月31日（金）

・出展申込内容について審査を行い、主催者が出展を承諾した企業のみ、

請求書をご担当者宛てに送付いたします。

・支払期限までに出展料の支払いが確認できない場合、出展の申込を

取り消すことがあります。

【出展申込の取消及び出展契約の解約】

・出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただ

きます。キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している

場合には、別途損害賠償を請求します。

・また、主催者は、自然災害･交通機関の遅延･社会不全などによって生じた

出展者及び関係者の損害は補償しません。

・国による新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うまん延防止等重点措置や

天災･事故･その他不可抗力によって開催不能または継続困難となった場合、

主催者の判断により開催を中止または中断する場合があります。主催者の

判断で中止または中断した場合、主催者に支払われた出展料は以下の基準に

より返金いたします。

・2023年３月31日（金）以前 ・・・・・・・・・・・・・出展料の100%

・2023年４月１日（土）～３日（月） ・・・・・・・・・出展料の90%

・2023年４月４日（火）～９日（日） ・・・・・・・・・出展料の60%

・2023年４月10日（月）～12日（水）・・・・・・・・・出展料の30%

・2023年４月13日（木）～16日（日）・・・・・・・・・出展料の0%



別添資料

「環境広場ほっかいどう2023 ～G７札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合 開催記念イベント～」

バーチャルツアーについて

実施／2023年4月15日（土）～21日（金）予定

スケジュールや開催地の都合でリアルでは出展できないがオンラインで参加したいという企業・団体向けにオンラインイベントを開催します。

イベントの特設ホームページよりバーチャル札幌ドームに入り、会場内を周遊しながら各ブースを訪問することができます。

2021年の「環境広場さっぽろ2021バーチャルツアー」では札幌市内の来場者58.5%に対し、道内(札幌市外)が10.1%、道外の来場者は31.4%となっております。

リアル会場での出展とともにバーチャル会場でのご出展をお待ちしております。



バーチャルツアー出展のメリット

①時間や場所、天候などの制約がありません。

②開催期間がリアル開催よりも長く、１週間（4/15～4/21）で開催されます。

③北海道だけではなく、全国の来訪者へ出展者様の取り組みを情報発信することができます。

アクセスエリア

バーチャルツアー
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バーチャルツアー①

YouTube（エコチルちゃんねる）にて動画の配信、ポスターなどの静止画の掲示、御社

のホームページなどとつなげることで展示サービスの資料・動画の閲覧、企業情報の閲

覧、お問い合わせ対応、アンケートの実施などの展開が可能です。

また、講師とオンラインでつなぎ、訪問者がいろいろなお仕事を勉強しながら体験した

り、自宅からスマホで操作できるワークショップなども開催可能です。

札幌ドームのステージイベントのライブ配信を、バーチャル会場でも見られるように

します。また、アーカイブにて会期中はいつでも視聴が可能です。

※オンラインのみの出展は不可。

フードブースは食に関する通販・宅配をメインとした展開を行います。

スポーツゾーン

ステージゾーン／イベントステージ

ステージゾーン／フードブース

キャリア教育ゾーンSDGsゾーンA・B ステージゾーン
イベントステージ

キャリア教育ゾーン

スポーツゾーンSDGsゾーンA

SDGsゾーンB

ステージゾーン
フードブース

※レイアウトは変更になる場合がございます。

【会場イメージ参照／環境広場さっぽろ2021バーチャルツアー会場】

https://grooonplus.jpn.panasonic.com/wapplogin/userlogin
ID: kan2021
PW: #202301
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バーチャルツアー②

【バーチャルツアー／基本ブース】

「環境・SDGsゾーンA・B」「キャリア教育ゾーン」「スポーツゾーン」「ステー

ジゾーン・フードブース」の小ブース出展は、用意されたバーチャルブースに出展

者名とコンテンツを配置いたします。また、各ブースに「お問い合わせ」と「アン

ケート」機能があります。「お問い合わせ」は出展者がお持ちのお問い合わせフォ

ームにリンクし、来場者から直接お問い合わせを受けられるようにします。また、

自社でアンケートフォームをお持ちの出展者はブース内でアンケートの取得ができ

るよう「アンケート」のアイコンを設置します。

【配置コンテンツ②】
●配置可能なコンテンツ数は３つが基本セットです。
●パネル静止画＝クリックすると拡大します。
●動画リンクURL+動画サムネイル＝YouTube等で公開している動画をリンクさ
せます。

●リンクURL+リンクサムネイル＝カウンターにPCを設置。ホームページなどの
リンクが可能。

●アンケートフォーム＝自社でアンケートフォームをお持ちの出展者はブース内
にアンケート用のURLを設置できます。省略も可能です。

●出展企業のお問い合わせ先＝御社のお問い合せ用URLを設置いたします。省略
も可能です。

●ブース出口＝クリックするとブースを出ます。

【配置コンテンツ①】
●ブース入り口上部に出展者名表記
●キャラクター＝ブースの左側に配置します。クリックするとメッセージが表示され
ます。担当者の写真でも可能ですし、省略することもできます。

●キャラクターコメント＝配置されたキャラクターや写真をクリックすると現れます。
●ブース入口＝クリックするとブースに入ります。

パネル静止画① パネル静止画②
動画リンク
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バーチャルツアー③

〇環境・SDGｓゾーンA・B（木目） 〇キャリア教育ゾーン（黄色） 〇スポーツゾーン（青）

【ブース料金プラン】

➀小ブース１小間 5m×5m（25㎡)

コンテンツ数 4点（静止画×2点、動画×1点、リンク１点）

※リアル会場、基本ブース1小間出展（300,000円）とセット注文の場合は

合計500,000円となります。

②大ブース１小間 10m×10m (100㎡)

ブース装飾・コンテンツ数 ：応相談

・・・・・・・・・・300,000円（税別）

・・・・・・1,500,000～円（税別）

〇大ブース例

地産地消の食材を使用した会場限定のオリジナルフードを募集し

ます。販売・宅配方法は出展者にお任せいたします。

●コンテンツ内容は小ブース出展と同じです（15ページ参照）

静止画データ×2点 ※ポスターやメニュー表など展示可能です。

動画リンク×1点（YouTube）※出展者の企業・店舗情報など。

リンクURL×1点 ※デリバリー注文のページなどにリンク可。

●キャラクター画像の代わりに正面出展者名板の上部に販売して

いる食品の写真やのぼり、暖簾などの写真を設置することが

できます（1点／背景なし）。

１小間 30,000円（税別）

〇ステージゾーン／フードブース

【出展コンテンツ総数】

●環境・SDGs ゾーンA
小ブース ５ｍ×５m (25㎡）× 20小間、大ブース 10ⅿ×10ｍ（100㎡）×２小間

●環境・SDGs ゾーンB
小ブース ５ｍ×５m  (25㎡）×20小間、大ブース 10ⅿ×10ｍ（100㎡）× 2小間

●キャリア教育ゾーン
小ブース ５ｍ×５m (25㎡）×20小間、大ブース 10ⅿ×10ｍ（100㎡）× 2小間

●スポーツゾーン
小ブース ５ｍ×５m (25㎡）× 20小間、大ブース 10ⅿ×10ｍ（100㎡）× 2小間

※各ブースの形状は変更になる場合がございます。



■問い合わせ先
株式会社アドバコム 担当：渡辺・荒谷
連絡先 011-200-5566
https://ecochil.net/shutten2023/

あ ら や


