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 期 間 中 取 材 の お 願 い  
 

12月 11日（木）～13日（土） 10：00～18：00〔13日（土）は 17：00まで〕 

東京ビッグサイト 東１～６ホール 入場無料（登録制） 

http://eco-pro.com 
 

上記ウェブサイトでは、本資料以外の企画の詳細などをご覧いただけるほか、オンラインガイドを利用して出展内容を検索するこ
とも可能です。PRESS ROOMでは、本リリースや昨年の会場写真、ロゴデータもダウンロードできます。 
 

一般社団法人産業環境管理協会と日本経済新聞社は、12月 11日（木）～13日（土）の 3日間、東京ビッグサイト
において、「エコプロダクツ 2014」を開催します。企業、NPO・NGO、行政・自治体、大学・研究機関、そして一般
生活者といった様々な立場の人が集まり、それぞれのスタイルで環境にやさしい持続可能な社会の実現を考える、日本
最大級の環境イベントです。3日間で 17万 5千人の来場を見込んでいます。 

16回目の開催となる今年は、747社・団体が出展。自動車や家電、化学や紙などの素材、エネルギー、日用品
や流通まで、あらゆる業種にわたる日本を代表する先端企業が、地球温暖化の緩和（省エネや CO2 排出削減な
ど）と適応（防災や減災など）につながる最新の環境技術・エコプロダクツやサービスを展示します。また、企
業の CSR活動や NPO・NGOの環境保護の取り組み、政府や自治体の環境政策なども紹介し、多様な来場者との
コミュニケーションを通じて、持続可能な社会の実現に向けて考え、行動するきっかけを提供する場となります。 

 
 

 
 

今年の開催テーマは「見つけよう！ 未来をかえるエコの知恵」。地球温暖化とその悪影響が問題になるなか、
より良い未来にかえるためのエコの知恵（最新の環境配慮製品、環境技術、ライフスタイル提案など）が集結し
ます。小宮山宏氏、伊藤元重氏といった学識者や企業経営者、環境問題やエネルギーの専門家による会場内セミ
ナー（ビジネスステージ／エネルギーイノベーションステージ）。さかなクンや市川美織さん（NMB48）といっ
たタレント・文化人のトークショー（イベントステージ）。世界初の量産型燃料電池車「MIRAI」の試乗会（エコ
カー乗車体験）。環境や社会に配慮し、未来をより良いものに変えようという新しい消費キーワード「エシカル」
の先駆者たちのセミナー（世界をかえる！エシカルライフスタイル）。ビジネスからライフスタイルまで幅広く
環境を考えるきっかけを提供する、日本最大級の環境イベントです。 
 
 つきましては、取材の程何卒よろしくお願いいたします。取材の登録に関しては最終ページをご覧ください。 
尚、本展示会の開催趣旨、見どころなどをご説明する記者説明会を、12月11日（木）11：00 より開催いたしま
す（詳細は別紙参照）。こちらも参加を検討いただけると幸いです。 
 
 
■本リリース、広報用素材に関するお問い合わせ先                                              

共同 PR内エコプロダクツ 2014担当  担当：中里、宇津木 

〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp 
 
  

http://eco-pro.com/


 
 
 

◎新たなエネルギーと持続可能な地域づくりのためのエコビジネス情報を発信 
 

【ビジネス特区／ビジネスステージ】（東1ホール） 
「ビジネス特区」は、ビジネスパーソン向けに環境・エネルギーの商談に特化した企業・団体が出展するゾーン。
特区内に設置する「ビジネスステージ」では、小宮山宏氏（11日10:30～）や伊藤元重氏（11日13:00～）など
のほか、産廃会社を父親から引き継ぎ、地域に根付くおもてなし企業に変革させた女性経営者・石坂典子氏（11

日10:30～）や、里山資本主義を掲げ地域に眠るお金に換算できない価値の見直しを提案するエコノミスト・藻
谷浩介氏（13日10:30～）、政府委員を歴任されている電力システム改革の第一人者・高橋洋氏（11日15:30～）、
気候変動予測モデルの専門家でIPCC第5次評価報告書の執筆者・江守正多氏（13日13:00～）など、多彩な講師陣
が登壇。日本の環境とエネルギーの未来を読み解くステージとなります。 

 
 
 
【エネルギーイノベーション２０１４／エネルギーイノベーションステージ】（東1ホール） 
低炭素・分散型エネルギーの最新動向や関連技術を、展示と専門セミナーで幅広く
紹介する新企画です（後援：東京都）。セミナーでは、電力システム改革の最新情
報や、再生可能エネルギーなどの技術を広く紹介し、新たなエネルギーシステムが
もたらす未来とその可能性を探ります。 

 

〔エネルギーイノベーションステージプログラム〕 

・12月11日（木） 
次世代エコハウス開発をめざして、慶應共進化住宅の挑戦（慶應義塾大学）／エネルギーの多様化を支える新しいク
ラウド型蓄電システム（NEC）／フィンランドのエネルギー事情とイノベーション動向（フィンランド大使館）／三
菱電機東部研究所地区の省エネ・節電対策（三菱電機）／発電菌が切り開く新しいエコ技術、省エネ型廃水処理（東
京薬科大学、積水化学工業ほか）／農村地域における今後の小水力発電（農研機構）／水素エネルギー社会の実現に
向けて（NEDO） 

・12月12日（金） 
福島浮体式洋上風力プロジェクトの最新動向（東京大学）／再生可能エネルギーの大量導入に向けた研究開発（産総
研）／デンマークの再生可能エネルギー最前線と技術動向（デンマーク大使館）／環境と共生し地域社会を創成する
地熱開発を考える（東北大学）／藻類バイオマスエネルギー実用化への最新研究（筑波大学）／スマートシティから
ゼロエネへ（大成建設） 

・12月13日（土） 
気候変動への適応を通じたしなやかな社会づくり（法政大学）／シミュレーションで見る温暖化適応策－エネルギー
や水・緑の活用で変われる都市環境（海洋研究開発機構）／エネルギーから経済を考える～なぜ、かまぼこ屋がエネ
ルギーのことを考えたのか（鈴廣かまぼこ）／再生可能エネルギーと持続可能なまちづくり（まちエネ大学ほか）／
次世代太陽電池が拓く未来（東京大学）／COP20～現地で見た"チェンジ"～CO2でビジネスが変わる【日経環境経営
講座】（三井物産戦略研究所） 
 

―エコプロダクツ 2014 の見どころ・聞きどころ― 



【エコプロダクツ2014 記念シンポジウム】（会議棟7階 国際会議場） 
本シンポジウムでは、地球資源・エネルギーは有限との認識のもと、「エコの力」
による地域創生を地域戦略とともに実践するオピニオンリーダーが登壇し、地域か
ら拡がる新たなエコビジネス／ライフスタイルの創造と挑戦について議論します。 

〔記念シンポジウムプログラム〕 
 “無限から有限へ” エコの力で挑む地域創生―地域資源を活かした新たなエコビジネス／ライフスタイルの創造― 

日時：12月11日（木）13:00-16:30 

基調講演 
経済産業省 地域経済産業審議官 井上 宏司氏／環境省 大臣官房審議官（総合環境政策局担当） 中井 徳太郎氏 

パネル討論 

“無限から有限へ” エコの力で挑む地域創生―地域資源を活かした新たなエコビジネス／ライフスタイルの創造― 

コーディネーター：IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者 川北 秀人氏 

パネリスト：北九州市 環境局長 松岡 俊和氏／北海道下川町 町長 安斎 保氏／東北芸術工科大学 建築・環境デザイ
ン学科教授 三浦 秀一氏／京都地域創造基金 理事長 龍谷大学政策学部 准教授 深尾 昌峰氏／九州バイオマスフォ
ーラム 副理事長 田舎のヒロインズ 理事長 ERI（大津 愛梨）氏 
 
 
◎トークライブや体験企画でエコライフを体感 
 

【イベントステージ】（東5ホール） 
多彩なゲストによるトークショーやライブ、持続可能な社会に向けた取り組みや、エコライフスタイルのヒント
など、未来をかえるエコについての情報を発信します。 
 
〔イベントステージ主な出演者〕 

 
 
 
【エコカー乗車体験】（東1ホール前受付） 
最新のエコカーに乗れる、人気コーナー。当コーナーでは、世界初の量産型燃料電池自動車をはじめとする最新
のエコカーに同乗し、どうすれば環境にやさしいエコドライブができるのかを体感できます。 

〔主な試乗車〕 

世界初の量産型燃料電池車「MIRAI」（トヨタ自動車）、2014-15日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞の新型「マ
ツダ デミオ」（マツダ）、世界初の4WD・SUVプラグインハイブリッド車「アウトランダーPHEV」（三菱自動
車工業）など。 
 

 
 



◎新たなエコ活の姿 「エシカル」「ソーシャル」「ハッカソン」で未来をかえよう 
 

【世界をかえる！ エシカルライフスタイル】（東5ホール） 
フェアトレードや環境負荷の少ない素材の使用など、環境保全や社会貢献に価値をおく「エシカル」について学
び、体験する「エシカルファッションカレッジ in エコプロダクツ」開講。 

ファッションジャーナリストの生駒芳子さん、エチオピアのシープスキンを使い現地の職人の自立を支えるandu 

ametの鮫島弘子さんや、日本最大のフェアトレードブランド・ピープルツリーの鈴木史さんほか、日本における
「エシカル」の先駆者たちによるセミナーやワークショップを実施します。「エシカル」なものづくりを通して、
世界へ通じる本当の豊かさについて提案します。 

協力：エシカルファッションカレッジ、日本エシカル推進協議会 

展示協力：ワイス・ワイス、SHOKAYジャパンオフィス 
 

 
 
〔エシカルセミナー主な登壇者〕 
生駒 芳子さん（ファッションジャーナリスト）／鮫島 弘子さん（andu amet 代表 ・チーフデザイナー)／ 

末吉 里花さん（フリーアナウンサー/フェアトレードコンシェルジュ）／ 
鈴木 史さん（ピープル・ツリー 事業開発シニアマネージャー）／細川 秀和さん（リー・ジャパン 取締役）／ 
岡田 有加さん（INHEELS 共同代表）／林 民子さん（ダブルツリー 代表取締役）／ 

山口 真奈美さん（Control Union Japan 代表取締役） 
 
【ソーシャルイベントスクエア】（東3ホール） 

見る、知る、学ぶだけでなく、来場者自ら参加して「エコの知恵」を作り出していくスペース。 

・ワールドカフェ 

世の中の様々な課題に関するテーマについて、来場者同士がいくつかのグループに分かれて意見を出し合い、
さらにグループを移動しながら議論を深めていきます。 

ワールドカフェ・ファシリテーター： 

「地方創生とＣＳＶ」大和田 順子さん（ロハスビジネスアライアンス共同代表） 

「ソーシャルグッド」鈴木 菜央さん（NPOグリーンズ代表/greenz.jp編集長） 

「農業ビジネス」柏木 智帆さん（農業系ライター） 
 
・理工ガールのための地球と未来をハッピーにする環境ワークショップ 

女子高校生を対象に、東京理科大学や早稲田大学の理工系女子大学生や社会人と、エコを支える科学・技術や、
地球をよくする仕事と未来について語るワークショップ。 

協 力：ハッピーテクノロジー（アネスタ） 
 
【5374（ゴミナシ）を作ろう！ ハッカソン】（東3ホール） 
どのゴミをいつ出せばいいかすぐ分かるスマホアプリ「5374（ゴミ
ナシ）.jp」を一緒に作る「ハッカソン」がエコプロに登場。 

協力：コード・フォー・カナザワ、コード・フォー・ジャパン 



 
 
◎エコの今がわかる！あらゆる分野のエコプロダクツ、サービスが一堂に集結 
 

747社・団体にのぼる出展者が、幅広い分野のエコプロダクツやサービス、企業・団体の取組事例を紹介します。
ビジネスパーソン、行政、自治体、NPO・NGO、市民グループ、生活者、環境学習目的の小中高生など、様々な
層から17万5千人（見込み）が来場し、出展者との様々なコミュニケーションが行われます。 

【出展分野】家電・照明／事務機器・情報通信機器／印刷／文具・事務用品／自動車・輸送用機器・関連機器／
運輸・物流／エネルギー／建設・建材／住宅・住宅設備／容器・包装／エコマテリアル／流通・小売／衣料・日
用品／食品・飲料・外食／シェアリングサービス／安心・安全健康など 
 
トヨタ自動車（小間4-013） 

世界初の量産型燃料電池自動車「MIRAI」を出展。エコカー乗車体験で乗り心地も体感できます。「MIRAI」は、
将来の有力なエネルギーである水素を空気中の酸素と化学反応させて自らが発電して走り、優れた環境性能はも
とより、利便性や走る楽しさもあわせ持つ、モビリティの新しい幕開けを告げるクルマ。ブースでは、「MIRAI」
とともに、燃料電池や水素タンク等のユニット類も紹介。 
 
マツダ（小間4-035） 

「2014-15 日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞した新型「マツダ デミオ」を出展。エコカー乗車体験で乗り心
地も体感できます。新型「デミオ」は、マツダの新世代技術「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」と新デザ
インテーマ「魂動（こどう）-Soul of Motion」を全面的に採用したコンパクトカーです。 
 
三菱自動車工業（小間4-002） 

世界初の4WD・SUVプラグインハイブリッド車「アウトランダーPHEV」と、電気自動車「i-MiEV（アイ・ミーブ）」
を出展します。ブースでは、「アウトランダーPHEV」に装備している最大1500Wの電気が取り出せる給電機能
を、アウトドアでの使用をイメージし、ジャー炊飯器やオーブントースターなどの家電製品を使って紹介。また、
「i-MiEV」の駆動用バッテリーからルームエアコンや大型冷蔵庫などの家電製品へ電力を給電できるV2H

（Vehicle to Home）システムの紹介により、電動車両を活用した新しい暮らしを提案します。 
 
積水化学工業（小間1-059） 

電気自動車との連携を高めたスマートハウスシリーズ、省エネ建築に採用される例が増えてきた地中熱の施工コ
ストを40％削減する地中熱利用システム「エスロヒート地中熱－水平型」、下水管から熱を集めて地上に送る下
水熱利用システム 「エスロヒート下水熱－管底設置型」などを出展。未利用熱の活用を可能にする技術・製品
で省エネに貢献します。 
 
旭化成グループ（小間2-044） 

水質の検査や管理などに用いられる分析・計測機器向けの深紫外LEDを出展。同社の製品は、長寿命かつ世界ト
ップクラスの高い発光出力を持っています。深紫外LEDは、殺菌に最も効果的な波長を発光できるので、薬品を
使わず、環境にやさしい殺菌が手軽にできるようになり、今後飲料水や食品、空気など幅広い分野で使用されて
いくことが期待されています。 
 
東芝グループ（小間5-011） 

太陽光エネルギーからメタノールなどの原料である一酸化炭素を作り出す世界最高効率1.5%を達成した「人工光
合成」技術のほか、防災システムやクリーンルーム技術を活用した植物工場など、地球温暖化の緩和と適応につ
ながる製品群を紹介。 

―エコプロダクツ 2014 の注目出展物をピックアップ― 



 
パナソニック（小間5-010） 

スマートシティやスマートハウス、店舗の省エネソリューションを展示。技術展示としては、光触媒粒子による
水浄化技術を出展。新構造の光触媒粒子を考案・合成し、この光触媒粒子を水中に分散して高速処理が可能な水
浄化技術を開発しました。本技術は、従来の固定型光触媒に比べ最大100倍の反応速度で、地下水などに含まれ
るヒ素や六価クロムなどの有害金属や難分解性有機物を無毒化することができます。さらに、従来の光触媒粒子
では困難であった処理水中から使用済み光触媒の回収と再利用が容易になります。これにより、太陽光を利用し
た小規模の独立型水浄化装置が実現され、安全で低コストの飲料水が求められる新興国等への展開が期待されま
す。 
 
NECグループ（小間5-012） 

温暖化への適応につながる自然災害のリスク管理や救助活動支援のソリューション、水資源の漏水監視や浄水対
応など。家庭用蓄電システム、エネルギークラウドなどを出展。 
 
富士通グループ（小間5-003） 

気候変動に適応するICTを提案。ICTがノウハウ、暗黙知の見える化に貢献し、気候変動に左右されない農業。ス
ーパーコンピュータを活用したシミュレーションによる災害の予知・予測、防災などの社会課題の解決事例。人、
車両、道路インフラなど様々な場所に設置されたセンサー情報を分析することで、都市防災・減災に役立てます。
ビックデータを活用した、安心・安全な上水、上下水道事業への取り組みを紹介。 
 
三菱電機グループ（小間5-013） 

「省エネ、創エネ、制エネ（エネルギー制御）」の視点で展示します。「ビル･工場の省エネゾーン」では、同
社の名古屋製作所新生産棟における自社省エネ機器の導入効果や現場改善のノウハウなど省エネ推進に役立つ
情報を提供。「くらし・社会の環境技術ゾーン」では、三菱自動車工業のアウトランダーPHEVに搭載される同
社の電動パワーステアリング用モーター・コントローラーの効果の実車による体感、家電14製品と連携するホー
ムエネルギーマネジメントシステム「三菱HEMS」を展示します。11日（木）13:30-14:10、「エネルギーイノベ
ーションステージ（東1ホール）」にて、「三菱電機東部研究所地区の省エネ・節電対策」として講演します。 
 

※三菱グループ出展5社（AGC グラスプロダクツ、三菱ケミカルホールディングス、三菱自動車工業、三菱製紙
および三菱電機）では「未来を変える三菱グループ各社のエコの知恵」をテーマに、各社ブースでの連携展示
やクイズラリーなどを通じて、個々の会社に留まらない幅広い分野でのエコ活動を紹介します。 

 
AGCグラスプロダクツ（小間2-019） 

AGCの後付けできるLow-Eガラス「アトッチ」を出展します。「アトッチ」とは、今あるガラスに室内側から省
エネ性能の高いLow-Eガラスを貼りつける画期的な工法です。ビルや商業施設などに多く見られる開閉できない
はめ殺しの窓（FIX窓）などの省エネリフォームに最適です。 
 
八洲電機（小間4-038） 

再生可能エネルギー活用「小規模高効率発電システム」を出展。回転速度に応じて出力電圧が変動する永久磁石
発電機を含む発電装置で回転速度が変動しても出力電圧を一定に保つことができます。既存技術では、変動で生
じるエネルギーをダミー抵抗器で消費させることで出力電圧の一定化を図っていました。マイクロ水力発電の場
合、今回の開発で、エネルギーを無駄に消費せず、ダミー抵抗器も不要となり、システムの簡素化、低コスト化
を実現できます。技術の応用として、風速が変化する小規模風力発電、水量が変動するマイクロ水力発電での発
電効率の大幅向上が見込めます。また、保冷装置を搭載して貨物自動車向けに温度管理の精度向上と省エネが期
待できます。 



 
モス山形（小間2-022） 

耕作放棄地を活用したコケ植物の栽培を提案。都市部のヒートアイランド現象が問題化なっており、その解決策
として、ビルの屋上や壁面を緑化することが求められています。今日、地方活性化について論議が行われており、
地方の最大の資源である農地を活用し、コケ栽培を行い、増加しつつある耕作放棄農地を利用して、コケ緑化事
業を全国各地に普及させることにより、地域活性化のビジネスモデルを提案します。 
 
京都紋付（小間5-028） 

PANDA BLACKは、環境保護団体WWFが提案する、着なくなった服を黒く染め直して、もう一度着るためのリウ
ェアプロジェクトです。服のリユースを通じて、限られた地球の資源を大切に使うライフスタイルを応援します。 
当社は、創業以来100年間京黒紋付染で「黒を極めること」に専念して参りました。PANDA BLACKはこの伝統技
術を用いて、ひとつひとつ着なくなった衣類を丁寧に黒染めし再生いたします。 
 
タカラトミーグループ（小間4-014） 

最先端のエコなお家「パナホームのエコ・コルディス」をモデルにした、リカちゃんの「おしゃべりスマートハ
ウスゆったりさん」を展示するほか、人気のトミカやプラレールにどのようにエコが使われているか体感できま
す。 
 
発泡スチロール協会（小間5-032） 

発泡スチロール協会ブースでは、1957年に第一次南極観測隊がはじめて南極に観測基地を建設した『昭和基地』
の壁面パネルの実物を、所蔵する船の科学館の協力により展示します。この壁面パネルには、ドイツで開発され
まだ日本には無かった「発泡スチロール」が断熱材として使用されています。当時住宅などに「断熱材」を使用
するという概念がまだ無い時代において、南極のマイナス４０度という過酷な条件の中で、基地の室温をいかに 

保つかを研究した末に、発泡スチロールの高い断熱性に目をつけ採用されました。さらに基地を建設するに当た
り、隊員達が自力で行うため、資材の運搬や建設のしやすさを考慮した日本初のプレハブ構造となっており、 

発泡スチロールの軽量性も大きく貢献しています。 
 
全国棚田(千枚田)連絡協議会（小間4-044） 

世界農業遺産などで世界的に再評価されている棚田。日本やアジアの原風景ともいえる棚田の魅力を伝えるため
に、東北から九州まで、全国12地域から棚田を守る団体が集まります。展示ブースでは、全国各地の自慢の棚田
と地域の紹介は勿論、棚田に生息する希少な生物の展示や、ライトアップなどの四季のイベントを紹介。棚田米
をはじめ、棚田米の加工品（せんべい、お酒など）や地域の特産品の試食試飲・販売が行われます。またブース
内の特設ステージでは、11時台から14時台までの間、棚田米ミニおにぎりの食べ比べをはじめ、日替わりで各地
の個性溢れるアトラクションが行われます。またブース全体をテーマとした、抽選でプレゼント付のクイズラリ
ーも常時行います。 

＜参加する12の地域と団体名＞ 
山形県大蔵村（四ヶ村美しい農村再生事業運営委員会：小間N-72）／新潟県佐渡市（佐渡棚田協議会：N-73）／千葉県鴨川市（大
山千枚田保存会：N-74）／新潟県十日町市（星峠農産：N-71）／静岡県松崎町（石部地区棚田保全推進委員会：N-70）／岐阜県
恵那市（恵那市坂折棚田保存会：N-69）／長野県小谷村（小谷村田んぼオーナー推進会議：N-61）／石川県輪島市（白米千枚田愛
耕会：N-62）／和歌山県有田川町（しみず地域観光活性化協議会：N-63）／岡山県美作市（英田上山棚田団：N-60）／山口県長
門市（東後畑営農組合：N-59 ）／佐賀県玄海町（浜野浦棚田保全組合：N-58 ） 

 
IKEUCHI ORGANIC（小間5-029） 

オーガニックコットンでつくるタオル「コットンヌーボー」は、ワインと同じようにその年の綿花の品質によっ
て年毎に風合いが異なります。オーガニックゆえの違いを楽しむことができます。 
 



つくばグローバル・イノベーション推進機構/筑波大学（小間1-069） 

デンソーと共同研究した、藻類オイルからつくるハンドクリーム「モイーナ」を紹介。食糧と競合しないバイオ
マス燃料の原料として有望視されている藻（ボトリオコッカス）から抽出したオイルを、ハンドクリームに転用。
高級保湿剤と同等のクオリティを持つハンドクリームになりました。 
 
世界をかえる！エシカルライフスタイル（小間5-903） 

フェアトレードブランドのピープル・ツリーによる、インドのフェアトレードシルクでつくられたウェディング
ドレスを展示します。ピープル・ツリーでは、このシリーズの商品代金のうち1着あたり10,000円を、各商品の
生産者団体に寄付します。 
 
 

－出展物の最新情報につきましては、事務局までお問い合わせください。 
  



 
 

 
 
■名    称： エコプロダクツ 2014[第 16回］ 

■会    期： 12月 11日［木］～13日［土］ 10：00～18：00 〔13日（土）は 10:00～17:00〕 

■会    場： 東京ビッグサイト（東展示棟） 東 1～6ホール 

■入 場 料： 無料 （登録制）  ※ホームページ（http://eco-pro.com）で来場事前登録受付中 

■主    催： （一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社 

■後    援： 経済産業省、環境省、文部科学省、国土交通省、農林水産省、厚生労働省、（一社）日本経済団体連合会、（公社）経済同
友会、日本商工会議所、東京商工会議所、（独）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］ 

■協    力： （公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、グリーン購入ネットワーク、（公財）日本環境協会、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、（公
財）日本適合性認定協会、（一社）情報通信技術委員会 ［順不同］ 

■メディア協力： 日経 BP環境経営フォーラム、日経エコロジー、ecomom、緑の goo、教育新聞、日本教育新聞［順不同］ 

■来場対象： 

・企業経営者、企業の購買部門、環境管理部門、製品・商品開発部門、経営戦略部門、社会貢献部門など 

・自治体・官公庁の地域振興部門、購買部門、環境部門 など 

・各業界団体、地域産業・商工団体 など 

・環境NPO・NGO、市民グループ、環境に関心のある一般消費者（ファミリー、主婦、学生） 

■来場者数： 175,000人（見込み、前回実績：169,076人） 

■展示規模： 747社・団体／1,650小間 （前回出展実績：702社・団体／1,703小間） 

■来場者からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-261-122（9：00～18：00 土・日・祝日を除く） 

※12月 19日までのご案内です。 
 
☞企画の詳細や最新情報のチェックはホームページで → http://eco-pro.com 

公式ウェブサイトの「PRESS ROOM」ページでプレスリリースや前回の会場写真／ロゴデータをダウンロードできます。また、
出展製品・サービスの情報や各出展者のプレゼンテーション予定などを検索することができます。来場前にチェック
いただければ、「エコプロダクツ 2014」をより深く、より分かりやすくご覧いただけます（情報は、出展者により随
時更新されます）。 
 
☞Facebookや twitterでも最新情報を発信しています 

エコプロダクツ展の Facebookページ（https://www.facebook.com/ecoproexpo）や、twitter公式アカウント（＠ecopro_jp）
で、最新イベント情報や、関連の環境情報などを発信しています。また、来場者とのコミュニケーション促進のために、
双子の姉妹「エコとチエ」の twitterアカウント（@eco_chie）でも、楽しく親しみやすい環境関連情報を発信します。 
 
☞プレスご来場について 

東 5 ホール商談室（1）に、プレスルームを設けます。当日は、こちらのプレスルームにお越しください。プレスバッジ・
報道資料をお渡しします。 

 
■本リリース、広報用素材に関するお問い合わせ先                                              

共同 PR内エコプロダクツ 2014担当  担当：中里、宇津木 

〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp 
 

―開催概要― 


