
エコチルまつり2017

開催報告書

株式会社アドバコム



開催概要

サッポロファクトリー アトリウムをメイン会場に子どもたち、親子が体験し、環境、食育な
どについて学べるようなプログラムを、ファクトリールーム、2条館地下１階の催事場で複数同
時に実施。

子ども、エコ、食育をキーワードとし、親子で楽しみながら体験し、環境や食等について実感
できるプログラムを中心としたエコチルならではのイベントを開催。

日 時：２０１7年６月10日(土)・11日(日) 10：00～17：00

会 場：サッポロファクトリー（札幌市中央区北2条東4丁目）

対 象：エコチル読者親子（小学生）

料 金：入場無料

内 容：【アトリウム】 ・協賛企業ブース
・エコチル主催ブース
・ステージプログラム

【ユビキタス協創広場】 ・体験教室

【ファクトリールーム】 ・食育スタンプラリー

【煙突広場】 ・工作体験プログラム

【テナント協賛】 ・エコチル6月号でクーポン実施
・ステージで協賛品プレゼント

告 知：エコチル5月号（事前応募）
エコチル6月号（開催告知）

主 催：エコチルまつり開催実行委員会（株式会社アドバコム）

後 援：環境省北海道地方事務所、北海道、札幌市、
札幌市教育委員会、北海道新聞社、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送、
HTB北海道テレビ、UHB北海道文化放送、TVｈテレビ北海道

特別協力：サッポロファクトリー、株式会社内田洋行

来場者数：10日(土)・・・約30,000人 ／ 昨年同時期・・・約29,000人

11日(日)・・・約26,000人 ／ 昨年同時期・・・約24,000人
10日、11日・・・ エコチルまつり参加者・・・約10,000人
（※アトリウムブース、食育スタンプラリー、体験教室、煙突広場含む）

出展者数：３０企業・団体



出展企業・団体等一覧

A.アトリウムブース

日本OTC医薬品協会
北海道ガス株式会社
株式会社カナリヤ
塩ビ工業・環境協会
DCMホーマック株式会社
株式会社アドバコム エコチル編集部

札幌市環境局
ポッカサッポロ北海道株式会社

C.アトリウムステージ

中島児童会館
塩ビ工業・環境協会
よしもと芸人・アップダウン
日本OTC医薬品協会
劇団ひまわり札幌
北海道ガス株式会社
マジシャンやまちゃん
株式会社サッポロッカ
北海道希少生物調査会
HBC少年少女合唱団
立命館慶祥中学校・高等学校
スポーツクラブNAS
株式会社カナリヤ
株式会社ソプラティコ
株式会社アドバコム エコチル編集部

B.体験教室

GKI-KIDS ロボット＆プログラミング
個別指導Axis 北海道本部
立命館慶祥中学校・高等学校
劇団ひまわり札幌

D.食育スタンプラリー

札幌黄ブランド化推進協議会
北海道味の素株式会社
味の素冷凍食品株式会社
ホクト株式会社（土曜のみ）

DC

コーナー
展開

E.煙突広場
札幌トヨタ自動車株式会社



前 夜 祭

エコチルまつり前夜祭

ホテルクラビーサッポロにて
出展関係者や協賛企業様、約30名を集めて前夜に交流会を開催。

6月 9日（金）



アトリウム ブース

塩ビ工業・環境協会

サバンナの動物を組み立てよう！ＰＶＣ工作教室
プラスチック素材の１つ、エコ素材ＰＶＣでつくったクラフトを使って、ライオンやキリンなどサバンナの動物たちを
組み立てよう！最後まで出来た子にはＰＶＣ製の消しゴムをプレゼント！

ポッカサッポロ北海道株式会社

ポッカサッポロチャリティコーナー
ポッカサッポロ北海道では、ガールスカウト北海道連盟札幌地区協議会の協力のもと、
世界の子どものためのチャリティ飲料販売、寄付の受付などを実施。



アトリウム ブース

DCMホーマック株式会社

カミネッコンで森をつくろう！
ダンボールの型紙を組み立てて、六角形の箱を作り、色を塗ったり、絵を描いたり自分の思い通りにデザイン。
出来たカミネッコンを使って北海道の山に木を植えるよ。

北海道ガス株式会社

話題のシャッフルぬりえ体験や、電力自由化の相談会を開催！
北ガスブースやファクトリー内にある北ガスショールームで話題のシャッフルぬりえの体験。
電力自由化相談会や他のイベントも開催！



アトリウム ブース

日本OTC医薬品協会

お薬について学ぼう！
実はよく知らなかったお薬の正しい使い方について、楽しく学ぼう！薬剤師の白衣を着て、記念撮影会も実施。

札幌市環境局

見える化機器無料貸し出しコーナー
家庭で使用している電力使用量がリアルタイムでわかる機器を無料で貸し出し。



アトリウム ブース

株式会社カナリヤ

トワコロンビーズを使って、うで時計を作ってみよう
トワコロンビーズというカラフルで少し大きめのビーズを使って、自分だけのオリジナルうで時計を作っちゃおう。

エコチル編集部

おうちバッグとエッグマラカスを作ろう！
段ボールとプラスチックの素材を使って、ワークショップを実施。豪華景品が当たるスピードくじも実施！

提供 （敬称略）
・オーンズ春香山ゆり園
・JTB北海道
・ソプラティコ
・ノースサファリサッポロ



アトリウム ステージ

塩ビ工業・環境協会

みんなでエコなプラスチック素材PVCについて学ぼう。PVCに関するクイズを実施。
エコ素材PVCってなに？クイズ

6月10日（土）・6月11日（日）

中島児童会館

中島児童会館によるジャグリングの披露。バルーンアートのプレゼントも実施。

なかじまこども雑技団 happy	smile

6月10日（土）



アトリウム ステージ

日本OTC医薬品協会

実はよく知らなかったお薬の飲み方を北海道薬科大学のお兄さん・お姉さんが解説。

お薬のヒミツを学ぼう

6月10日（土）・6月11日（日）

よしもと芸人・アップダウン

よしもと芸人アップダウンのステージショー。

お笑いライブ＆ぬかづけマンショー＆竹森新曲発表会

6月10日（土）



アトリウム ステージ

マジシャンやまちゃん

札幌のマジシャンやまちゃんのエコマジックショー。

エコマジックショー

6月10日（土）

わんわんズ（劇団ひまわり札幌）

さっぽろの平和はおれが守る！爆笑ヒーロー「もじゃキング」のアクションショー。

もじゃキングヒーローショー

6月10日（土）



アトリウム ステージ

北海道希少生物調査会

ひっそりと月夜を飛び交うコウモリたちと私たちとの関係について、写真と共に解説。

コウモリが飛ぶ街 さっぽろ

6月10日（土）

株式会社サッポロッカ

ドローンから会場の皆さんを撮影。飛行の様子も紹介。

ドローン空中撮影＆実演会

6月10日（土）・6月11日（日）



アトリウム ステージ

学校法人立命館 立命館慶祥中学校・高等学校

みんなが知ってる曲を吹奏楽部が演奏。

立命館慶祥中学校吹奏楽部

6月11日（日）

HBC少年少女合唱団

HBC少年少女合唱団による合唱披露。

合唱ってたのしいよ

6月11日（日）



アトリウム ステージ

スポーツクラブNAS

子どもたちによるHIPHOPダンスの披露。（※キッズ空手は都合により中止となりました）

キッズダンス

6月11日（日）

スポーツクラブNAS

札幌ドームで踊るダンスをエコチルまつりのステージで披露。

日本ハムファイターズキッズダンスアカデミー

6月11日（日）



アトリウム ステージ

株式会社ソプラティコ

ストリートダンスの披露。会場のみんなでレッスンも実施。

ソプラティコのダンスパフォーマンス

6月11日（日）

株式会社カナリヤ

エコチル読者がモデルとして参加。ドレスを素敵に着こなします。

カナリヤ×エコチルコラボ企画ファッションショー

6月11日（日）



アトリウム ステージ

提供 (敬称略）
・ロッテリア
・星華楼
・フレッシュネスバーガー
・Y!mobile（ワイモバイル）
・写真工房ぱれっと
・風月
・ドコモショップ
・おもちゃのヨシダ
・カルビー株式会社

エコチル編集部

エコチル編集部によるエコなぞくんクイズ大会を実施。
サッポロファクトリーのテナント、その他各社様から、景品をご提供頂きました。

エコチルなぞくんクイズ大会

6月10日（土）・6月11日（日）

北海道ガス株式会社

てん太くんによる楽しい○×クイズ。参加者には、てん太くん特製グッズをプレゼント。

てん太くんエネルギー○×クイズ

6月10日（土）・6月11日（日）



体験教室

個別指導Axis 北海道本部

身の回りにある空気の流れについて、さまざまな働きがあることを学ぶ。

空気の流れの秘密に迫ろう！

6月10日（土）

6月10日（土）立命館慶祥中学校・高等学校

食べ残しについて考えてみよう。「世界でどのくらい食べ残しはあるのか？」「どうしたらなくなるのか？」

立命館慶祥中学校・高等学校 社会科教室



体験教室

劇団ひまわり札幌

はじめての人でも大丈夫。役になりきって、たのしく俳優さんを演じてみよう。

劇団ひまわり札幌 演劇体験

6月11日（日）

6月11日（日）GKI-KIDS	ロボット＆プログラミング札幌駅前校

LEGO®マインドストーム EV3（ロボット）を動かすプログラミングに挑戦して、「考える」を楽しく学ぶ。
GKI「ロボットを動かすプログラミングに挑戦しよう！」



⾷育スタンプラリー

北海道味の素株式会社

クノールカップスープの原材料は全て北海道産。地産地活のスープで北海道を元気に！

味の素冷凍食品株式会社

おにぎり丸×北海道のお米 一緒に作ろう！おにぎりパワーだ！



⾷育スタンプラリー

ホクト株式会社

地産地消応援団。ホクトきのこは苫小牧産！

札幌黄ブランド化推進協議会

「札幌発祥幻の玉ねぎ『札幌黄』を知ろう！」をテーマにご紹介。札幌黄のスープ試飲も実施。



煙 突 広 場

札幌トヨタ自動車株式会社

プリウスPHVの電源を使用して、プラバンの制作。

プリウスPHVの電源でプラバンを作ろう！



広 報
〇エコチル5月号（2017.5.8） 6段×見開き2ページ

〇エコチル6月号（2017.6.5） 4ページ

〇TVｈ スイッチン（2017.6.10） 30秒パブ

その他
①HBC HBCニュース（2017.6.11)
②J:COM J:COMチャンネル11ｃｈ

デイリーニュース（2017.6.13～）
にて紹介されました。



広 報
〇北海道新聞（2017.6.11掲載）


