
出展のご案内 

主催／札幌市 

特別協力／ 株式会社アドバコム 

2019年3月12日改訂 

開催：2019年８月12日(月・祝)～13日(火) 

開催テーマ：～環境とＳＤＧｓ～ 
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 昨年、北海道命名150年の節目を迎えた年に、札幌市は「環境首都・札幌」宣言から10周年を迎
えました。それに伴い20回の開催を続けてきた札幌市主催の環境総合イベント「環境広場さっぽ
ろ」も「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、次世代を担
う子どもたちが一体的に楽しく環境を学ぶことができる一大環境総合イベントとしてリニューアル
しました。 
 6月23日（土）24日（日）に札幌ドームにて開催され、2日間合わせて２５,５３６名と多くのお
客様にご来場いただきました。 
  
 国内外で持続可能な社会に向けた取り組みが一層加速して行く中、本展ではファミリー層を中心
に北海道内の環境に対しての関心の高い来場者を集客し、次世代を担う子どもたちの学びの場とし
て環境問題を中心にSDGsの視点も取り入れ、様々な社会で発生している問題や課題を解決するイベ
ントとして展開していきます。 
 
 
 つきましては、持続可能な社会構築を目指す本展を、ビジネスマッチング、情報収集、環境学習
の場としてご活用いただければ幸いです。 
  
 皆さまのご出展を心よりお待ちしています。 
 

 
■2018年度開催概要 
 
タイトル： 環境広場さっぽろ2018 
 
日  時： 2018年6月23日（土）、24日（日）10:00～17:00 
 
場  所： 札幌ドーム（札幌市豊平区羊ケ丘1番地） 
 
主  催： 札幌市 
 
特別協力： 株式会社アドバコム 
 
入 場 料： 無料 
 
後  援： 環境省北海道地方環境事務所､経済産業省北海道経済産業局、国土交通省北海道運輸局、北海道、北
海道市長会、北海道町村会、北海道経済連合会、札幌商工会議所、北海道産業廃棄物協会、朝日新聞北海道支社、
毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、日本経済新聞社札幌支社、北海道新聞社、NHK札幌放送局、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、STVラジオ、
AIR-G’エフエム北海道、FMノースウェーブ 
 
協  賛：（株）セイコーマート、公益社団法人北海道トラック協会、（株）リアルネットプロ 
ウェブリオ(株)､(株)内池建設､花王グループカスタマーマーケティング(株)、(株)学研エデュケーショナル､(株)
札幌エネルギー供給公社、(公財)さっぽろ青少年女性活動協会､札幌トヨタ自動車(株)､ 
サッポロビール(株)､(株)サンライズ社､しゃかいデザイン(株)､(公社)食品容器環境美化協会､(株)書峰社書道､
(株)須田製版､(一社)ゼブラ社会貢献支援協会､(株)セラヴィ､(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント､(株)
ダスキン､つきさむ温泉、ニシオレントオール北海道(株)､(公財)パシフィック･ミュージック･フェスティバル組
織委員会､(株)ピコトン､北海道ガス(株)､(株)北海道新聞社、(株)北海道熱供給公社､北海道１５０年事業室､真駒
内花火大会実行委員会、(株)ムラサキスポーツ、ユニ･チャーム(株)､(株)DOS､(株)JTB､(株)KEETS 

 
来場者 6月23日（土）／11,178名 6月24日（日）／14,358名  
    ２日間合計25,536名 

はじめに 



2019年イベント概要 
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地球の未来を担う子どもたちが集い、環境技術や環境情報に直接触れたり、
スポーツ体験や職業体験などを通して、環境について楽しく学ぶことができ
る一大環境総合イベントです。 

 
 タイトル：環境広場さっぽろ2019 
  
 開催テーマ：環境とSDGs 
       2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標であるSDGs（持続 
       可能な開発目標）を通して、みらいを担う子どもたちやその家族に対して、この豊か 
       な地球環境を次世代に引き継ぐ大切さを伝えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 開催目標：30,000人 
 
 開催日時：2019年8月12日（月・祝）、13日（火）10:00～17:00 
 
 開催場所：札幌ドーム（札幌市豊平区羊ケ丘1番地） 
 
 主  催： 札幌市 
 
 特別協力： 株式会社アドバコム 
 
 入 場 料： 無料 
 
 後援【予定】／環境省北海道地方事務所、経済産業省北海道経済産業局、国土交通省北海道 
 運輸局、北海道、北海道市長会、北海道町村会、北海道経済連合会、札幌商工会議所、北海 
 道産業廃棄物協会、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、読売新聞北海道支社、日本 
 経済新聞札幌支社、北海道新聞社、NHK札幌放送局、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、STVラジオ、AIR-G’エフエム 
 北海道、FM ノースウェーブ 
 
  

子ども・環境・教育をテーマに道内・首都圏で展開している 
札幌発の子ども環境情報紙「エコチル」とのコラボレーション！ 

× 

１．水と森と空気から考える、みらい 

２．エネルギーから考える、みらい 

３．ごみの資源から考える、みらい 

４．いのちから考える、みらい 

札幌市の「みらいへの想い」 



2019年会場計画 
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子どもたちを対象に「職業体験」を通して、環境についても学んで 
いただきます。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、その周りでは各企業がPRできるブースを設置いた
します。また、工作実験等を通して、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。申込事務局、当日の受付も行います。 
また、資料やパンフレットの配布なども可能です。 
 
     

 
お子様から大人の方まで，親子で楽しめ、 
環境についても考えることができるプログラムを展開します。 
また、スポーツ教室や関係企業のPRブースも展開します。 

実施コンテンツ 

環境ZONE 

キャリア教育ZONE 

SDGｓ ZONE 

スポーツZONE 

‐４‐ 

 
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。 
 

フードZONE 

 
会場内に飲食店ブースを配置。いろいろな食べ物や飲み物が会場
を盛り上げます。 

 
企業様の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。SDGsを中心とし、環境活動等の発表の場として活
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、各企業のSDGｓへの取
り組みが分かるSDGsパネル展も開催します。 

屋外ZONE 

 
屋外展示では大型車両などの「はたらく車」の展示やキャンピン
グカーやアウトドアグッズの販売など。家族みんなで楽しめるス
ペースを展開します。 
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出展について① 

小間及びスペース出展された企業には、「エコチル」紙面に半２段
（12.3cm×8.3cm/ カラー） ×1回の協賛広告が掲載できます。 
「エコチル」は毎月2,140校の公立小学校で76万部無料配布させていただいて
いる「子ども環境情報紙」です。出展企業の環境に取組む姿勢のPR とともに、
最新の環境情報を紹介するツールとしてもご利用できます。 
 
※掲載月と掲載エリアはお選びいただけます 
 北海道版：札幌版、札幌近郊版、地域版 計25万部のいずれか 
 東京版：A版、B版、C版、D版 計31万部のいずれか 
 横浜版：A版、B版、計20万部のいずれか 

エコチル紙面への掲載 

屋内出展 

●小間サイズ 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（出展社名表示／16文字以内）表記は小間番号と出展 
 社名（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、出展社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）は別途お申込みください。 
 ※単相100V／1回線1,5kW：25,000円（税別） 

 

50㎡/980,000円 
100㎡/1,790,000円 

200㎡/3,410,000円 
300㎡/5,030,000円 
400㎡/6,650,000円 

円 

332,000円 

           出展形態              出展料（単価／税別）    

①小間出展 
 1小間 9㎡ 間口3m×奥行3m×高さ2.4m 
  ※2コマ以上お申込みの場合は、2小間目から単価162,000円となります。 

②スペース出展 
 50㎡以上～400㎡ 
  ※スペース出展は土間渡しとなります。お申込みの最小単位は50㎡とし、これを 

   超える場合には10㎡単位での追加をお願い致します。 
   50㎡以上のお申込みは単価162,000円となります。 

 3コマ以上、50㎡以上の装飾に関しましては、会場設営の都合もありますので、事前に事務局にご連絡ください。 

●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） 
 
 

小間出展については、「環境」分野だけでなく「教育」「スポーツ」「SDGs」分野に
ついて広く募集します。「環境ZONE」「キャリア教育ZONE」「スポーツZONE」
「SDGs ZONE」の中から、ご希望の出展ZONEを選択してください。   



出展について② 

ＳＤＧｓ ＺＯＮＥ／ステージイベント 

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） 
 
①10:30～ ②11:00～ ③11:30～ ④12:00～ 
⑤12:30～ ⑥13:00～ ⑦13:30～ ⑧14:00～ 
⑨14:30～ ⑩15:00～ ⑪15:30～ ⑫16:00～ 
 
1日12ステージ程度想定 
※公演時間・セッティング時間は調整可能です。 

ＳＤＧｓ ＺＯＮＥ／ＳＤＧｓパネル展 

1体験1時間 16口限定 
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／体験イベント 

1体験（1日） 200,000円（税別） 

各企業のSDGｓへの取り組みを来場者にアピー
ルする場です。出展ブースとは別に、パネルの
展示とパンフレット等の設置が可能です。 

1スペース 50,000円（税別） 

‐６‐ 

1体験（講演）1時間 20口限定 
①10:30～ ②11:45～  
③13:00～ ④14:15～ 
⑤15:30～  
1日５体験程度を2教室で展開。 

キャリア教育 ＺＯＮＥ／セミナーイベント 

1体験(1時間）100,000円（税別） 

●イベントスペース 
 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、イス、電源あり  

●イベントスペース 
 幅9ｍ×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スペース 
 幅１ｍ×高さ2.4ｍ／システムパネル 
 会議用テーブル 半分使用可 
 幅90cm×奥行45cm×高さ70cm 
 ※2スペースでテーブル１本 
 



出展について③ 
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フードＺＯＮＥ／フード出展 

３ｍ×３ｍ（９㎡）出展        

50,000円（税別） 

２０口限定 

道産食品を使用したオリジナルフードを募集します。
予め個包装した商品に限り販売できます。 
 
※調理（盛り付け、食品の切り分け等）を伴う商品の販売はできません。 
※ガス等火器の使用はできません。 
※電気（コンセント・照明など）は別途お申込みください。 
 単相100V／1回線1,5kW：25,000円（税別） 
※売上の15％は事務局にて徴収させて頂きます。 

フードＺＯＮＥ／キッチンカー出展 

1台出展        

80,000円（税別） 

１２口限定 

できたての温かい飲食物をご提供ください。ドリン
ク・スイーツをはじめとし揚げ物やスープ等。お
しゃれなキッチンカーをお待ちしています。 
 
※消防署の指導により車両の燃料は最低限（10リットル以下）にして
ください。 
※ドーム内出展の為、発電機等の使用はできません。 
※電気（コンセント・照明など）は別途お申込みください。 
 単相100V／1回線1,5kw：25,000円（税別） 
※売上の15％は事務局にて徴収させて頂きます。 

スポーツＺＯＮＥ／フィールドイベント 

8口限定 
1日１体験を４フィールド予定 
 ※体験時間は調整可能です。 

１体験（1日） 200,000円（税別） 



出展について④ 
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前夜祭（交流会） 

開催前夜（8月11日 18:00～）、出展者様及び協賛社様を対象と
した交流会を開催いたします。昨年は約60名のご参加がありまし
た。 

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。 
 
 ※５口以上のお申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口以上のお申込企業はロゴマークを使用できます。 

プレゼント協賛について 

公式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社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には会場内案内看
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1,000名×２日間 

屋外ＺＯＮＥ 

10ｍ×10m（100㎡）スペース渡し         

    100,000円（税別） 

５口限定 

大型機材や大型車両の展示やテント等での設置に
適しています。 



出展について⑤ 

出展コンテンツの総数 

■会場全体小間出展 
 1６２小間（環境ZONE×84小間、キャリア教育ZONE×3０小間、 
 スポーツZONE×2４小間、SDGｓZONE×２４小間） 
 
■環境ZONEスペース出展 
 300㎡×2スペース、200㎡×2スペース、100㎡×４スペース、 
 50㎡×２スペース 
 
■SDGｓ ZONE／ステージイベント 
 1ステージ30分、1日12ステージ×2日間（24ステージ） 
 400㎡×１スペース、300㎡×１スペース 
 
■SDGｓ ZONE／SDGｓパネル展 
 １スペース×２４０企業 
 
■スポーツZONE／フィールドイベント 
 1体験×４フィールド×2日間（８体験） 
 
■キャリア教育ZONE／体験イベント 
 1体験×８ブース×2日間（16体験） 
 
■キャリア教育ZONE／セミナブース 
 ５体験×2ブース×2日間（２０体験） 
 
■フードZONE／フード出展・キッチンカー出展 
 9㎡×２０ブース、キッチンカー×12台 
 
■屋外ZONE／展示スペース 
 100㎡×５スペース 
 

‐９‐ 

https://www.ecochil.net/festival/ 

お申し込みは「環境広場さっぽろ2019」ホームページ内「出展ブース仮押さえ申込フォー
ム」からお申し込みください。ご希望の小間位置やスペース、時間帯などは申込みの決定
優先となります。（3月18日頃開設予定） 
 

仮申し込み 
 

出展枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにお申し込みください。 
申込締め切りは2019年6月14日（金）となります。 
 
※出展料のお支払いは７月31日（水）となります。 



出展について⑥ 
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出展までの流れ 

①出展申込受付 
 3月18日（月）HP開設予定～6月14日（金）締切 
 
②出展社説明会 
 6月下旬予定 
 ※説明会までに出展マニュアルを送付いたします。 
 
③環境情報紙「エコチル」発行 
 7月8日（月）来場者事前募集開始 
 
④追加募集 
 7月上旬締切予定 
 
⑤告知広告 
 7月下旬～8月上旬 ポスター掲示、プレスリリース等 
 
⑥出展料の振込 
 7月31日（水）まで 
 
⑦イベント開催 
 8月11日（日）設営・前夜祭 
 8月12日（月・祝）開催 
 8月13日（火）開催～撤去 
 
 
 
  



お問い合わせ先 
 

株式会社アドバコム 
北海道札幌市中央区南１条西５丁目７－１豊川南１条ビル9階 

担当：渡辺・荒谷 
t.011-200-5566 ｆ.011-200-5577 

www.advcom.co.jp 


