
出展のご案内

会期

2021年1月８日（金）～１４日（木）
1月 8日（金） AM10:00～PM4:00 ★インナー向けプレオープン

1月 9日（土）～11日（月・祝） AM10:00～PM4:00 ★展示会オープン
バーチャルライブやオンラインセミナーや相談会などライブ配信

1月12日（火）～14日（木）★既存展示公開期間

2020／10／28

主催：札幌市 特別協力：株式会社アドバコム（エコチル事務局）

作成：株式会社アドバコム（エコチル事務局）



2018年、札幌市は「環境首都・札幌」宣言から10周年を迎え、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総合環境イベ

ントとしてリニューアルしました。

また、2019年には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、「環境とSDGs」をテーマとし、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、2日間合わせて２６,０８８名

と多くのお客様にご来場いただきました。

今年、2020年度は新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言・臨時休

校・営業活動・外出自粛処置がとられている中、従来のイベント展開が難しい

状況下にあります。

それに伴い「札幌市×エコチル 環境広場さっぽろ2020」も札幌ドームでの開

催が一度は中止となりました。

今後、さらなる長期化も予想されており、終息が読めない中ですが、一方で

家庭内で過ごす時間が増え、オンラインやテイクアウトサービスは需要が急増

しています。

エコチル事務局としても、お家で親子で楽しんでもらえるサービス強化が必

要不可欠と考え、今回は「環境広場さっぽろ2020 バーチャルツアー」とし、3密

を回避したバーチャルイベントとして、YouTubeやZoomなどを用いたパソコンや

スマートフォンで楽しめるオンラインイベント形式(公式サイト・エコチルちゃんね

る・BASE 等)プラスエコチル紙面での開催をしたいと考えております。

引き続き「環境」と「SDGs」をテーマとしながら、より多くの皆様に、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るよう企画致します。

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。

はじめに 2020年開催概要

タイトル

開催テーマ

紙面展開

開催日時

会 場

開催目標

主 催

特別協力

協 賛

後援【予定】

参加団体

参 加 料

目指すは、「感染拡大防止」「経済・社会活動」「地球環境保全」を同時に成立させる
SDGｓ（持続的可能な開発目標）の達成です。
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Withコロナ時代のバーチャル開催

環境広場さっぽろ2020 バーチャルツアー

次世代の子どもたちが笑顔で暮らせるＳＤＧｓ未来都市

2020年エコチル12月号

2021年1月 8日（金） AM10:00～PM4:00

★インナー向けプレオープン

2021年1月 9日（土）～11日（月・祝） AM10:00～PM4:00
★展示会開催（バーチャルライブやオンラインセミナーや相談会などライブ配信）

2021年1月12日（火）～14日（木）
★展示会開催（既存展示のみ）

バーチャル札幌ドーム

30,000人（目標アクセス数）

札幌市

株式会社アドバコム

各社

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、国土交通省北海道開発局

林野庁北海道森林管理局、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、北海道産業資源循環協会

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

252社以上（目標）

無料（来場者はパソコンやスマートフォンにて参加）



生活・経済・環境の観点から、みらいを創造する非接触型バーチャルイベントへ

非接触型バーチャルイベントとは

「バーチャル」とは、「仮想」や「インターネット上」などの意味を表す言葉です。新型コロナウイルスが世界的に深刻な影響を及ぼす中、外出抑制、イベントの自粛などを通じて、経済活動における接触、移動、集積という３つの点
を中心に、広範囲に制約が生じており、これからは非接触、在宅、分散の３点が新たなキーワードになりつつあり、バーチャルはこの解決策となりえます。

市民が欲している情報にスムーズに導くとともに、有意義な情報を提供できるイベントWebサイトを構築します。

①バーチャルイベントの入口となるポータルサイトの開設

専用HPにアクセスするとイベント入口画面に入ります。ここでは本イベントのライブ配信
コンテンツやイベント開催概要、事前募集やオンラインショップなどの情報が見られます。

【掲載予定情報】
①ライブ配信コンテンツ
②イベント開催概要
③事前募集 (オンラインワークショップ/セミナー/お仕事体験/スポーツ体験 他)
④環境・SDGsオンラインショップ
⑤環境・SDGs宅配ランチ
⑥オンラインイベント情報
⑦コロナウイルスによる地球環境改善事例など

また、札幌ドームを模したバーチャルイベント会場への入り口が
設置されています。

②バーチャル会場内での展開

バーチャルイベント会場への入り口矢印をクリックするとリアルな会場エントランスにたどり着きます。
ここからまた矢印をクリックすると会場内に入ります。
会場内はあたかも本当に札幌ドームにいるような臨場感を味わえ、会場に設置された大小さまざまな出展ブースが来場者を迎えます。
来場者は矢印をクリックすることで会場内を周遊し、気になるブースに立ち寄ることでその企業の情報を得ることができます。画面には会場の平面図と共に現在地が表示されます。会場内の各ゾーンの入り口の誘導や
行きたいブースをクリックするとジャンプすることもできるので、会場内全体を効率よく回ることが可能です。また、会場内でスタンプラリーを実施することで、来場者が実際に会場を回る楽しみを創出させます。

市民や事業者が過去に経験したことのないような臨場感と話題性のあるバーチャ

ルイベントを追求していきます。

こちらからデモをご覧ください：https://grooon.com/tour/quipSMSfDoWulUVJ

２

11日～13日 11:30～



会場ゾーニング

会場内を５つのゾーンに分け、「環境とSDGｓ」だけではなく「キャリア教育」「スポーツ」「イベント」
「フード」分野について広く展開いたします。以下の中から、ご希望の出店ゾーンを選択してください。

環境・SDGｓ ZONE →「環境」や「SDGs」にスポットを当てたPRを

YouTubeにて動画出展をしていただき、御社のHPなどと繋げる事で出展により展示サービスの資料・
動画の閲覧、企業情報の閲覧、WEB接客やチャットボットを活用したお問い合わせ対応、アンケート
の実施やノベルティの配布、無料オンライン商談会など、さまざま展開が可能です。また、バーチャル展
示会の最大のメリットは、来場者の情報が全て取れることです。来場者であれば、閲覧したページ、動
画の視聴回数、アンケートをクリックしたけど答えてくれなかった割合etc、この様々な情報を基に、今
後のセールス活動の質が向上することは間違いありません。

キャリア教育 ZONE →シゴトや学習を体験し環境やSDGｓへの理解も求める

憧れのおしごとが体験できる体験教室は子どもたちに人気のコンテンツです。ここではそんなお仕事体
験を講師とオンラインで繋ぎ、いろいろなお仕事を勉強しながら体験できる場を提供します。また、簡単
な工作から専門的なプログラミングまで、自宅でスマホで創作できるワークショップも開催します。

スポーツ ZONE →スポーツを通じて「考えて動く」を楽しみながら学ぶ

家から外出する機会が減ってしまい運動不足だという人も多いと思います。そんな中、家にいても運
動・スポーツができるよう「Zoom」を利用したオンラインスポーツ教室を開催します。
気軽にできる簡単なスポーツから著名アスリートが講師を行う本格的なスポーツ教室など。
また、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った「eスポーツ競技」への参加やオンラインでの教室など、
スポーツに関連したコンテンツを期間内で展開し、参加する子どもたちとともに親子で楽しみながら学べ
る場を提供します。

イベントステージ →来観者全体に語り掛ける活動報告やPR、エンタメの発信

ミュージシャンや芸人によるYouTubeチャンネルを繋げると共に、ここでしか見ることが出来ない期間限
定のライブ配信を行います。また、芸能プロダクションなどとコラボしたSDGｓ活動や自宅でできるワーク
ショップを紹介します。参加企業や協力団体は各ZONEの枠にとらわれない遊びや教育、SDGｓに
徹したコンテンツをここで展開する事が可能です。イベントを盛り上げる“祭り”のステージをネットで演出
いたします。

フード ZONE →販促チャンスの拡大、グルメのテイクアウト情報

フードZONEは食に関する通販・宅配をメインとした展開を行います。北海道での特産物、オンライン
イベントで今だけ限定のメニューなどを紹介し、それを期間中に自宅で楽しめるコンテンツを用意いたし
ます。テイクアウト事業者のサービスとの連携を検討するとともに、食べた感想などもチャットで配信し、
もんなでワイワイと楽しめる大きな食卓の場を提供いたします。

３



出展について①

「環境とSDGｓZONE」「キャリア教育ZONE」「スポーツZONE」のブース出展は用意されたバーチャ
ルブースの中からご希望のブースを選んでいただき、そこに社名とコンテンツを配置いたします。

■一般企業・団体出展プラン （料金は税別です）

①小ブース１小間

②小ブース2小間（中ブースA）

③中ブースB

④大ブース１小間

⑤特大ブース1小間

⑥超特大ブース1小間

3m×3m（9㎡)       コンテンツ数 5点（静止画×3点、動画×1点、リンク×１点）

3m×6m（18㎡)     コンテンツ数 5点（静止画×3点、動画×1点、リンク×１点）

9m×6m（54㎡)     コンテンツ数 6点（静止画×3点、動画×2点、リンク×1点）

10m×10m (100㎡) コンテンツ数 (要相談）

10m×20m (200㎡) コンテンツ数 (要相談）

15m×20m (300㎡) コンテンツ数 (要相談）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,740,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,410,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,030,000円

４

小ブース1小間／タイプA 小ブース1小間／タイプB 小ブース1小間／タイプC 小ブース1小間／タイプD

●小ブース1小間は下記の4種類から選べます。

こちらからデモ画面をご参照ください：https://www.360ch.tv/s/vrp/booth1/index.htm https://www.360ch.tv/s/vrp/booth/index.htm

小ブース1小間

中ブースB

https://www.360ch.tv/s/vrp/booth1/index.htm
https://www.360ch.tv/s/vrp/booth/index.htm


出展について②

●中ブースBは下記の2種類から選べます（組み合わせも可・要相談）

５

小ブス

●大ブース 10m×10m（100㎡・オリジナル制作）イメージ図／エコチルブース

コンテンツイメージ
図

出展について③

ブース出展をいただいた出展社に限り環境情報紙「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 。

こちらをご参照ください：https://www.ecochil.net/

「エコチル」は毎月2,200 校の公立

小学校で78.5万部無料配布させ

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30万部のいずれか

●東京版
A 版、 B 版、 C 版 、 D 版

計30万部のいずれか

●横浜版
A 版、 B 版

計17万部のいずれか

媒体名：子ども環境情報紙「エコチル」
配 布 :北海道・東京・横浜2,200校の公立小中高校 他
部 数：785,600部 ※先生から児童への直接配布 ⇒ 保護者へ

北海道版30万部・東京版31万部・横浜版17万部
頻 度：毎月１回 (東京・横浜版は8月号休刊)
体 裁：B判タブロイド・フルカラー・4P～24P
内 容：表紙イラスト・小学校エコ活動・環境特集・食育特集・動物園だより・

イベント情報・エコワードクイズ＆プレゼント 等
読 者： 教職員・小学生・保護者
協 力 :  北海道(環境保全関する連携協定締結)
後 援： 北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会



出展について④ 出展について⑤

６

環境・SDGs ZONE パネル展

環境・SDGs ZONE セミナールーム キャリア教育 ZONE セミナールーム

キャリア教育 ZONE お仕事体験

イベント協賛

スポーツ ZONE スポーツ体験

フード ZONE 小間出店

イベントステージ

各企業のSDGsへの取り組みを来場者へアピールする場です。
出展ブースとは別にパネルやパンフレットのコンテンツを設置できます。

2コンテンツ

50,000円（税別）

１セミナー（60分）

100,000円 （税別）

1セミナー（ライブ講演）60分／1日3セミナー想定
会場内2ヵ所×3日間＝18セミナー限定

１体験（1日）

200,000円 （税別）

1体験（ライブ）1日／体験時間は出展社で調整
会場内８ヵ所×3日間＝24体験限定

１体験（1日）

200,000円 （税別）

1体験（ライブ）1日／体験時間は出展社で調整
会場内4ヵ所×3日間＝12体験限定

１小間（6日間）

50,000円 （税別）

道産食品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・宅配方法は出展社にお任せいたします。
1小間6日間／会場内８ヵ所限定

１ステージ（30分）

100,000円 （税別）

1ステージ（ライブ）30分／体験時間は出展社で調整
1日10ステージ想定×3日間＝30テージ限定

無料出展小間

新型コロナウイルスの影響により持続化給付金を受給された企業の応援
するため、会場内に無料で出展できる小間を設置いたします。応募いた
だいた企業より抽選で50社限定で1社1小間を無料で提供いたします。

１口

30,000円 （税別）

ご芳名をウェブ上で掲出するとともに、バーチャル会場内インフォメーション
ステージ看板、ポスター、ガイドブックに掲載いたします。
※20口以上のお申込み企業はロゴマークが使用できます。

プレゼント協賛

会場内エコチルブースでは抽選会を実施いたします。抽選のプレゼントをご協賛くださった企業にはご芳
名をウェブ上で掲出するとともに、バーチャル会場内インフォメーション、ステージ看板、ポスター、ガイド
ブックに掲載いたします。

会場プラン総数

①インフォメーション ②出展小ブース 3m × 3m ( 9㎡) × 95小間

③出展中ブースB 9m × 6m (54㎡) × 2小間

④出展大ブース 10m×10m(100㎡) × 5小間

⑤出展特大ブース 10m×20m(200㎡) × 2小間

⑥出展超特大ブース 15m×20m(300㎡) × 2小間

⑦パネル展ポスター掲示 1枚× 20小間

⑧セミナールーム 1日60分3コマ× 2か所×3日間

⑨お仕事体験1 日8小間× 3日間 ⑩ワークショップ 1日8体験× 3日間

⑪働くクルマ 10台程度 ⑫スポーツ体験 4か所× 3日間

⑬フードブース 8小間 ⑭ステージ 30分×10ステージ× 3日間

お申し込みは「環境広場さっぽろ2020バーチャルツアー」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。（10月16日頃開設予定）

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。
申込締切は第1次締切／10月30日(金)、第2次締切／11月13日(金)となります。
※出展料のお支払いは12月10日（木）までとなります。

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

仮申し込み

１小間 無料
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出展までの流れ

参考資料

７

広報宣伝（予定）

●公式HP開設 ●エコチル北海道版 ●ガイドブック ●札幌市HP ●ポスター

●新聞、ラジオ等

※ガイドブックには有料の広告枠もご用意していますぜひご活用ください。

①出展申込受付

10月16日（金）HP開設予定～10月30日（金）締切

②申請用紙締切

10月下旬予定

※メールにて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

11月9日（月）来場者事前募集開始

④追加募集

11月下旬締切予定

⑤告知広告

12月下旬～2021年1月上旬ポスター掲示、プレスリリース等

⑥出展料の振込

12月10日（木）まで

⑦イベント開催

2021年1月 8日（金） プレオープン

1月 9日（土）～11日（月） 開催（ライブ配信）

1月12日（火）～14日（火） 開催（既存展示のみ）

77%

20%

3%

札幌市内

北海道内

北海道外

【参考資料】 2019年度来場者アンケート

0 100 200 300 400 500 600 700

特に目的はない

その他

夏休みの自由研究対策のため

気になる出展があったため

ビジネスのため

これから役立つエコな情報を得るため

環境やSDGsの勉強のため

面白そうだと思ったため

このイベントに来場した目的は何ですか？

お住まいはどちらですか？

3%

28%

3%

1%

1%

33%

25%

4% 2%
幼稚園

小学生

中学生

高校生

大学生

会社員

職業について教えてください？

0 100 200 300 400 500

その他

出展者の広報

友人・知人から

ラジオ

テレビ

新聞広告

ホームページ

施設などのポスター

地下鉄・バスのポスター

学校でもらったエコチル・ガイドブック

このイベントを何で知りましたか？

44%

49%

7%

たくさんあった

少しあった

あまりなかった

このイベントをご覧になってどう思いましたか？ このイベントに来場して環境やSDGsについて
気づいたことや勉強になったことはありましたか？

https://www.youtube.com/watch?v=Co_7sH7ywgk

【参考資料】 環境広場さっぽろ2019 開催報告動画

https://www.youtube.com/watch?v=Co_7sH7ywgk




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豊川南一条ビル9階

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

www.advcom.co.jp


