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エコプロ2022とは

特徴１ ビジネスマッチング

SDGs達成を実現する革新的技術、新製品、サービス集結の場

地球環境問題・脱炭素社会への対応が必要不可欠となり、より大きな領域であるSDGsについても、待ったなしの対応が求め
られています。本展には社会課題の発掘と解決に向けた革新的技術や新しい製品・サービスが集結。集客した幅広い業種の
ビジネスパーソンとの、商談・取引、人的ネットワーク構築を支援します。

特徴２ パーパスブランディング

社会的に注目され始めたパーパスを起点にした訴求の場

ESG情報開示の枠組みが広がり、市場の再編が進む中、社会課題へ向き合う姿勢が重要視されています。本展はパーパス
を可視化し行動へ、そして新たな潮流を生み出す場となります。多様な来場者とのコミュニケーションを通じ、パーパスブラン
ディングの構築を 図ることができます。

特徴３ 次世代育成

SDGsネイティブと双方向の交流の場

小中高生から大学生、社内外の若手・Z世代への情報発信や相互の交流をこれまで以上に支援します。製品やサービスの背
景にあるストーリーを丁寧に訴求、理解・共感・賛同を引き出すことにつなげます

エコプロとは、毎年12月に東京ビッグサイトで開催されている環境配慮型製品・サービス
(エコプロダクツ・エコサービス)に関する日本最大級の一般向け環境展示会です。

あらゆる立場から、より良いあり方・生き方を追求 2030年、2050年に向けたビジョンを集結し「社会を変える力」に !
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1,161,852部（2,918校）

北海道
287,258部

東京
513,500部

横浜
168,471部

湘南
14,379部

大阪
121,149部

－エコチル発行エリアと部数－

静岡
34,865部

長野
22,230部

※2022年7月現在

＜電子版＞
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
神奈川、山梨、新潟、富山、石川、岐阜、三重、滋賀、 京都、兵庫、
鳥取、岡山、広島、徳島、愛媛、福岡、長崎、大分、奈良、島根、山口、
香川、高知、佐賀、沖縄

●2,918校の小学校に毎月無料でお届けし、児童に一部ずつ直接配布

●約116万人児童が家庭に持ち帰り、保護者と一緒に読んでいます

エコチルとは

子ども環境情報紙エコチル

毎月 1 回 （第1月曜日）
北海道版・長野版／年12回 東京版・横浜版・湘南版・大阪版・静岡版／
8月を除く年11回

タブロイド判オールカラー4ページ(増ページあり)

[東京版]  東京都の公立小学校、東京23区内の児童館、科学技術館(千
代田区北の丸公園21)、札幌市東京事務所(千代田区有楽町2‐10‐1交通
会館3Ｆ)、中央区立環境情報センター(中央区京橋3-1-1東京スクエアガ
ーデン6Ｆ)、東京港野鳥公園(大田区東海3‐1)、板橋区立熱帯環境植物
館(板橋区高島平8－29－2)、紙の博物館(北区王子1‐1‐3) [横浜版] 横
浜市内18区の公立小学校、はまぎん こども宇宙科学館 [北海道版]  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、札幌エルプラザ2階 環境プラザ（札幌市北区北8
条西3丁目）、北海道環境サポートセンター（札幌市中央区北4条西4丁目
伊藤・加藤ビル） [湘南版] 平塚市・大磯町の公立小学校 [長野版]  長
野県佐久・上田地域の公立小学校 [大阪版] 大阪市内24区の公立小学
校 [静岡版]  静岡市内の公立小学校

媒体名称：

発行頻度：

体 裁：

配布・設置：

エコチルとは、今年全国配布数100万部 を突破した環境情報紙です。

家庭に企業の環境活動を伝え、環境活動の広報や企業活動のプロモー

ションツールとして活用することが出来る、企業とファミリー層をつなげる

媒体です。「こどもとその家庭からはじまるエコ活動を応援する」を基本理

念に、企業と学校・家庭（生活者）が一体となって環境への取り組みの推

進をはかることができるよう、広告事業による運営を基本としています。

子ども環境情報紙 エコチル

毎月 1 回 （第1月曜日）
北海道版・長野版／年12回 東京版・横浜版・湘南版・大阪版・静岡版／
8月を除く年11回

タブロイド判 オールカラー4ページ(増ページあり)

[東京版]  東京都の公立小学校、東京23区内の児童館、科学技術館(千
代田区北の丸公園21)、札幌市東京事務所(千代田区有楽町2‐10‐1交通
会館3Ｆ)、中央区立環境情報センター(中央区京橋3-1-1東京スクエアガ
ーデン6Ｆ)、東京港野鳥公園(大田区東海3‐1)、板橋区立熱帯環境植物
館(板橋区高島平8－29－2)、紙の博物館(北区王子1‐1‐3) [横浜版] 横
浜市内18区の公立小学校、はまぎん こども宇宙科学館 [北海道版]  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、札幌エルプラザ2階 環境プラザ（札幌市北区北8
条西3丁目）、北海道環境サポートセンター（札幌市中央区北4条西4丁目
伊藤・加藤ビル） [湘南版] 平塚市・大磯町の公立小学校 [長野版]  長
野県佐久・上田地域の公立小学校 [大阪版] 大阪市内24区の公立小学
校 [静岡版]  静岡市内の公立小学校

＜電子版＞
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
神奈川、山梨、新潟、富山、石川、岐阜、三重、滋賀、 京都、兵庫、
鳥取、岡山、広島、徳島、愛媛、福岡、長崎、大分、奈良、島根、山口、
香川、高知、佐賀、沖縄
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エコプロ×エコチル特別企画

2018年の開催ではエコチルはエコチル事業の一環としてエコプロ事務局と協力し、

「エコプロ2018」の会場内に、札幌ドームで開催していた「環境広場さっぽろ」の第2弾

として「エコプロ×エコチル 環境広場in東京」を展開、好評をいただきました。また、昨

年は「エコプロ2021 エコチルコーナー」として出展ブース7小間とイベントスペースを活

用し、抽選会や体験セミナーを展開しました。

エコチルでは今年もまたエコプロ事務局のご協力をいただき、出展ブースとイベント

スペースを確保いたしましたので、環境情報紙「エコチル」の掲載を含めましてご提案

させていただきます。大きなスペースではありませんが、小ブース×12小間とセミナ

ー・体験スペースを用意し、ターゲットであるビジネスパーソンはもとより、一般参加の

子どもたちがより楽しめるようスタンプラリーや体験教室などを設置し、ZONE内を周

遊できるよう工夫をいたします。

昨年同様、持続可能な社会の実現を目指す本展を、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ご活用いただき、

貴社・団体の事業の発展につなげていただけますと幸いです。

エコプロ２０２２ エコチルコーナー
2018年の開催ではエコチルはエコチル事業の一環としてエコプロ事務局と協力し、

「エコプロ2018」の会場内に、札幌ドームで開催していた「環境広場さっぽろ」の第2弾

として「エコプロ×エコチル 環境広場in東京」を展開、好評をいただきました。また、昨

年は「エコプロ2021 エコチルコーナー」として出展ブース7小間とイベントスペースを活

用し、抽選会や体験セミナーを展開しました。

エコチルでは今年もまたエコプロ事務局のご協力をいただき、出展ブースとイベント

スペースを確保いたしましたので、環境情報紙「エコチル」の掲載を含めましてご提案

させていただきます。大きなスペースではありませんが、小ブース×12小間とセミナ

ー・体験スペースを用意し、ターゲットであるビジネスパーソンはもとより、一般参加の

子どもたちがより楽しめるようスタンプラリーや体験教室などを設置し、ZONE内を周遊

できるよう工夫をいたします。

昨年同様、持続可能な社会の実現を目指す本展を、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ご活用いただき、

貴社・団体の事業の発展につなげていただけますと幸いです。
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エコプロ2022開催概要

エコプロ2022 ［第24回］

2022年12月7日（水）～9日（金）
10:00～17:00

東京ビッグサイト 東ホール

無料（登録制）

(一社)サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社

内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、国土交通
省、厚生労働省、消費者庁、（一社）日本経済団体連合
会、日本商工会議所、東京商工会議所、（国研）新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構
（ジェトロ）、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、埼玉
県教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員
会［順不同／申請予定］

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、関西
SDGsプラットフォーム、（公社）日本消費生活アドバイザ
ー・コンサルタント・相談員協会、グリーン購入ネットワー
ク、（公財）日本環境協会

●名 称：

●会 期：

●会 場：

●入場料：

●主 催：

●後 援：

●協 力：

【エコプロ2022開催概要】
全国連合小学校長会、日本私立小学校連合会、全
日本中学校長会、全国高等学校長協会、全国国立
大学附属学校連盟、全国小中学校環境教育研究会、
私立大学環境保全協議会、（公社）全国工業高等学
校長協会、全国商業高等学校長協会、全国農業高
等学校長協会［順不同／申請予定］

日経ESG経営フォーラム、日経ビジネス、日経ESG、
ecomom、日経xwoman、日本教育新聞［順不同／申
請予定］

580社・団体／1,150小間
（SDGs Week EXPO全体、見込み）

60,000人（SDGs Week EXPO全体、見込み）

●協 力：

●メディア協力：

●出展規模：

●来場者数：

※展示会の入場者数については、東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロ
ナウィルス感染防止のための対応指針」を遵守し、入退出管理を徹底したうえで適
正に運営します。 また、今後の状況によっては変更になる場合があります。

エコプロ2022 ［第24回］

2022年12月7日（水）～9日（金）
10:00～17:00

東京ビッグサイト 東ホール

無料（登録制）

(一社)サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社

内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、国土交通
省、厚生労働省、消費者庁、（一社）日本経済団体連合
会、日本商工会議所、東京商工会議所、（国研）新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構
（ジェトロ）、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、埼玉
県教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員
会［順不同／申請予定］

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、関西
SDGsプラットフォーム、（公社）日本消費生活アドバイザ
ー・コンサルタント・相談員協会、グリーン購入ネットワー
ク、（公財）日本環境協会
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会場全体図【１】

■東京ビッグサイト東６ホール
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会場全体図【２】

東４ホール 東５ホール 東６ホール

■エコチルコーナー
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エコチルコーナー全体図
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●電気( コンセント・照明など)、レンタル品（テーブル・イス等） は別途申込みください。(料金別途)

●角小間の場合は、通路側の壁面（袖パネル）はつきません。通路側の袖パネルが必要な出展

社は事前にお申し込みください。

●高さ制限 隣接小間、後壁から0.5ｍ以内は高さ2.7ｍまで、それ以外の部分は高さ3.6ｍまでとし

ます。

●装飾物が小間の境界線の外側にはみ出すことを禁止します。

●ブース内での試飲試食はは所轄保健所などへの届け出が必要となるため、事前にお知らせく

ださい。保健所への申請の際は、「会場図面」「シンク・冷蔵庫等の設置箇所を記したブース内の

配置図」「会社登記簿謄本」「保健所所定の申請類」が必要となります。多くの場合、2層シンク、調

理場を区画する壁面、来場者に飲食物をお出しするカウンター等の設備が必要になりますので、

保健所の指示に従ってください。申請が遅れた場合、飲食物の販売ができないことがありますの

でお早めに申請をお願いします。

【システムパネルの注意事項】

基本部材であるポール（アルミ）、ビーム（アルミ）、パネル（3.8mm合板に両面塩
ビシート貼り）などはすべてリユース品です。従って部材に画びょうや釘、ネジは使
用できません。部材を破損した場合は、破損料の実費を請求させていただきます。
壁面にパネル類を両面テープで付けたり、カッティングシートを貼ったりすることは
できますが、撤去時に必ず原状復帰してください。また、経師貼りは部材を破損させ
る恐れがあるので行わないでください。

●仕様 システムパネル（白）

●寸法 間口 ３m× 奥行 ３m× 高さ ２,７m

★出展社には社名板（1枚）をエコチルで用意します

★エコチルスタンプラリーに参加できます

【展示・装飾規定】

ブース出展案内

1小間 500,000円 （単価/税込 550,000円）

【出展料金】

※環境情報紙「エコチル」東京版１エリアにて記事下半2段広告を掲載
できます（エリア等要調整）

社名板

●

●
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ワークショップ・セミナーコーナー出展案内

ワークショップ・セミナーコーナー出展

【出展料金】

1時間 100,000円 （単価／税込 110,000円）

1体験1時間（セッティング含む）

参加人数は1回10～15名程度、テーブル＋パイプイスは支給。

バックパネル、簡易PA付き／その他レンタル品は別途料金となります。

1日4～５体験程度を想定していますが、回数や時間は出展社で調整

可能です。

プレゼント協賛について

会場内エコチルコーナーではスタンプラリーを行います。ラリーのプ

レゼントをご協賛いただいた企業はご芳名を環境情報紙「エコチル」

のPR記事に社名を掲載させていただきます。
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【札幌本社】
〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西5丁目7-1
豊川南一条ビル9F
TEL：011-200-5566
FAX：011-200-5577

【東京支社】
〒104-0032
東京都中央区八丁堀3丁目4-12 京丸ビル2Ｆ
TEL.03-3206-2610
FAX.03-3206-2620

【大阪支社】
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1丁目1-5
関電不動産梅田新道ビルB2F
TEL.06-6344-5000
FAX.050-3201-3678

株式会社アドバコム


