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幕張幕張幕張幕張メッメッメッセコセコセセコンベベンシンシシン ョンョンョンホーホーホーホールル
企業企業企業企 ・行・行・行・ 政政政 ￥￥20202 ,0,0000円／円／円 １区区画画
市民市民市民団体団体団体・大大大学学学 ￥￥8,0000000円／／／１区区区画画画画
電気電気電気電気使用使用使用使用の場の場の場の 合は合は合は合 、出出展料展料展料とはとははは別に別に別に別に使用使用使用料が料 かかかか りまります。
企業企業企企 ・行・行政政政政 5050500W0W0W0 毎に毎ににに4,4,4,00000000円円円円
市民市民市民市民団体団体団体体・大・大・大・大学　学学学 55500000WWW毎に毎に毎に2,2,,0000000円円円円

22222000002222222222年年年年年7777月月月月月2222222222日（日（日（日（日（金）金）金）金金）
202022222 年年年年99月月222日（日（日（日 木）木）木）木 　※※※ZoZoZoomommにて開にて開開て開催予定催予定催予定

●来場者数：12,000名（過去実績）　
●出展団体数：113団体（2019年実績）

【2021年実績】
●視聴数：12,476（2022.2.28時点）
●オンライン出展団体数：60団体

※出展料および電気使用料のお支払い時期については、事務局からご連絡いたします。
※振込手数料はご負担ください。

※振込手数料はご負担ください。
※入金確認後、正式受付になりますので、ご注意ください。

ht tps ://www.ecomesse .com

つつつななななががががれれれれ、、ひひひひろろろろががががれれれれ、、、エエエエココココメメメメッッッセセセセ「「「千千千千葉葉葉葉県県県県最最最最大大大大のののの環環環環境境境境活活活活動動動動見見見本本本本市市市市」」」」

応募は、お申込みフォームからお申込みください

日時 日時

会場

募集団体数 募集団体数

出展料

電気使用料

応募締切

出展説明会

企業企業企業業・行・行・行政政 333分以分以分分 内内￥￥101010,0,000000000円円円
　　※※33分追加分追加分追加分追加ごとにごとにごとにご ￥￥10100,0,, 00円加算円加算加算算

市民市民市民団体団体団体団体・大・大大・大学学学 3分以分以以内内￥￥4,4,4 00000 000円円円円
　　※※※※3分追加分追加分追加ごとにごとにごとと ￥￥4,4,4 00000000円加算円加算円加算

888月月月222222日（日（日（月）月）
888月月月2222222日（日（日（月）月）月）月
9月月月月222222日（日（日（日（木）木）木木

出展料

応募締切

写真提出締切

動画提出締切

44440000団団団団体体体
会場出展募集概要 オンライン［動画配信］出展募集概要

100000000団団団団体体体体（目目標）標

2022年に取り上げる「people（人間）」は、SDGsの17の目標の1から6が該当します。
持続可能な「people（人間）」とコロナ禍をポジティブに乗り切ることを意識して

「笑顔のバトンをつなげよう」をテーマにしました。

出典：国出典：国出典： 際連合広際連合広広際 報センタ報センタ報センター

第
27
回

裏面もご覧ください。

2 0 2 2

※条件を超えた場合は調整します。

2022年10月23日（日） 2022年10月22日（土）
10:00～16:00（設営時間は8:00–9:45） 10:00～

2030年ゴールに向けた取り組みをアピールしよう！

会場+オンライン !出展団体募集



エコメコメコメメッセッッセッセ201919199 in nちば　ちば 会場様会場様場様子子子子 エコメエコ ッセッセッセ202020191  innnちば　ちばばば 会場様会場様会場 子

エコメエコメメエコメッセッセセ20021121 SDSDS GsG オンラオンライン座イン座イン座座談会談会談会

h t t p s : //w ww . e c ome s s e . c om
ちば環ちば環ば環境再生境再生境再生再 基金マ基金マママスコッスコッットトト
「ちば「ちば「ちばちば犬」犬」犬

ちばちちち SDGGsパートナパートナパー ー919919号号

ちばちばちばちば環境環境環境環境再生再生再生再生基金金金金
助成成成成事業事業事業

エコメッセちば実行委員会事務局

TETETETELL：08080-0-0 535337474744-0-0-0- 010101019999 FAAAFAXXXX：：：0404043-3-24244247-7-7-41444 5252
e-e-e-e-mamamamailiil：innfofofofo@e@e@e@ cocococomememesssssse.e.e cocoommmm
「エコ「エコエココメッセメッセメッセメメ 202020202222222 in nちば」ちば」ば」ば」は、ちは、ちは、ちば環境ば環境ば環境環 再生基再生基再生基生基金「環金「環金「環環境活動境活動見本市見本市見本市見 等普及等普及等普及普及啓発支啓発支啓発支援事業援事業事業」の助」の助」の 成を受成を受を受成 けて実けて実て実施しま施しま施しま施します。す。す

〒〒〒〒262660-0-0-0000000 242424 千葉千葉千葉千葉県千県千県千県 葉市葉市葉市中央中中央区中区中区中区中央港央港央港央港 1-11 1111-1-
（一（一（一財財財）））千葉葉葉県環県環県県 境財境財財団業団団 務部務部 環境境環境境活動活動活動活 支援支援支援支援課気課気課気気付　付付
エコエコエコエコメッメッメッメッセちセちセちセ ば実ば実ば実ば実行委行委行委委員会員会員 事務事務局局局局

出出出出展展展展要要要要領領領領（注（注（注（注意事意事意事意事項）項）項）項）
■■■■ キャキャキャキャンセンセンセル：ル 999月月月月22222222日日日(((木木木木))以降以降以以 はキはキはキキャンャンャンセルセルセルセル料料料10100000％が％が％がが発生発生発生し、し、しし 返金返金返金返金はではできまきまき せんせんせんん。。。
■■■ 出展出展出展出展者の者の者のの駐車駐車駐車車場の場の場ののご用ご用ご用ご 意は意はありりありりませませま ん。ん。会場会場会 周辺辺の有の有の有料駐駐料駐駐車場車場車場場をごをごごご利用利用利用くだくだくださいさいさいさ 。
■■■１区１区１区１区画（画（画（222 mmmm××× 2 mm）に）ににつきつき、机、机（181 000×××6060）１）１台、台、台台 椅子椅子子椅 222脚を脚を脚をご用ごご 意い意意 たしたした ますすすす。
■■■ 会場会場会場場は絨は絨は絨は絨毯敷毯敷毯敷きできできでですのすのすのので絨で絨で絨毯を毯を毯を汚損汚損汚 ・損・損・損傷さ傷ささせなせなせなせないよいよいよう充う充分ごごご配慮配慮くだだださいさいいい。。。
■■■■ 原則原則原則原 としとしとしして火て火て火火気（気（気気 裸火裸火火火や高や高や高や高温に温に温に温になるなるなるヒーヒーヒーーターターターターなどなどなどど）の）の）の使用使使 は禁は禁は禁止と止と止となりなりなりなりますます。
■■■ 食品食品食品食品類の類の類の調理調理調理理加工加工工・販・販・販売はは保健保健所へ所へ所へ所への届の届の届届出が出が出が出が必要必要必要必要となななりまりますのののので、ででで 事前事前事前事 にごにご相談相談くだくく さいさいさい。。
■■■■ 盗品盗品盗品・著・著・著・著作権作権作権作権侵害侵害侵侵害物（物物（物 コピコピコピコピー商ー商商品な品な品など）ど）ど・法・法法律で律で律で禁止禁止禁止禁止されされされていていているもももの・の・の 道徳道徳徳上問上上問上 題の題のあるるものものも や品や品質保質保証の証の証ののないないないものものものの、
生き生き生き生き物類物類物類は販は販は販売禁売禁売禁売 止と止と止と止 なりななりますますすます。ま。ま。ま。また、たたた 自粛自粛自粛自粛をおをおをおを 願い願い願いするするするる場合場場合があがあありまります。す。す

第第第2727277回エ回エ回エ回 コメコメコメメッセッセセセ202022222 innちばちばちば
持続持続持続続可能可能可能可能な社な社な社な社会の会の会のの実現現実現現をめをめをめをめざしざしざ て、て、、、市民市民市民市民・企企企業・業・・学校学校学校・行・行政に政に政 よるよるよる
連携連携連携携・協・協・協働の働の働の働 取り取り取取 組み組み組み組みを促を促進し進進し、活活動の動の普及普及普及・啓・啓・啓発及発及発及び団び団び団び団体同体同体 士の士の士 交流交流の場場の場とすとすする。る。。
オンンンンライライライライン（ンン（動画動画動画配信配信配信配信）出）出）出） 展展展 222020222年年10100月月月月2222日（（日（（土）土））～～～
会場会場場出展出展出展出 222020200 222年年年年10100月月月月2323232 日（日（日（日）日）日）日）
幕張幕張幕張張メッメッッセ国セ国セ国際会際会際会会議場議場場コンコンコンンベンベンベンンショショシシ ンホンホンホホールールール
エコエコメッメッッッセちセちセちセちば実ば実ば実ば実行委行委行委行 員会員会員会
イオイオイ ン株ン株ン株ン 式会式会式会式会社、社、社社、株式株式株式株式会社会社会社社テクテクテクテクノリノリリライライライイブ、ブ、ブブ（一（一（ 社）社）社）千葉葉千葉県産県産県産業資業資業資資源循源循循源循環協環協環協環 会、会、会 千葉葉葉県生県生県県生活協活活協同組同組組同組合連合連合連合連合会合会合会合会、生、生、生、生活協活協協同組同組同組同組合コ合 ープープープみらみみらい、い、
千葉千葉千葉葉銀行銀行銀行行、京、京、京京葉銀葉銀葉 行、行 千葉千葉千葉千葉興業興業興業興業銀行銀行銀行銀行、（、（（一社一社一社一社）千）千千葉県葉県葉県県経済経済経済経 協議協議協議議会、会、会、（一（一（一社）社社）千葉千葉千千葉県環県環県環境保境保境保保全協全協全全 議会会会、エエコトコトコトコトンボンボンボンボの会の会の会の会////日本日本日本日 エコエコエコエコトイトイイ協会協会協会会
（（20202020212122 年度年度年度度実績実績実績績、順、順、順、順不同不同不同不同・敬・敬敬敬称略称略称略称 ）））
環境環境境省関省関省関省 東地東地東地東地方環方環方環境事境事境事境 務所務所務 、千千千、千葉県葉県葉県葉県教育教育教育教育委員委員委員委員会、会、会、会、千葉千葉千葉千 市教市教市教育委育委委員会員会員会（、（株）株株）幕張幕張張張メッメッメッメ セ、セセ、幕張幕張新都新都都心ま心ま心ままちづちづちづちづくりくりくりくり協議協議会、会、会、会、千葉千千葉商工工工工会議会議会議会議所、所、所所
（一（一（一社）社）社）社）千葉千葉千葉千葉県商県商商商工会工会工 議所議所連合連合連合合会、会、会、会（株（株（株（株）））千葉千葉千 日報日報日報社、社、社、（公（公（公社社社）））千葉千葉葉葉市観市観市観市 光協光協光協光 会、会 朝日朝朝 新聞新聞聞新聞千葉千葉千葉千 総局総局局局、市、 原商商商工会工会工 議所議所議所、千、千、千、千葉県葉県葉県葉県商工商工工会連会連会連合会合会合会会、、、
毎日毎日毎日新聞新聞新聞聞社千社千社千葉支葉支葉支局、局 読売読売読売読売新聞新聞新聞新 社千社千千社千葉支葉支葉 局、局 東京東京京新聞新聞新聞千葉千葉千千 支局支局支局局、日、日、日本経本経済新済新済新新聞社聞社聞 千葉千葉千葉支局支局局局、（、（、株）株）株 時事時事時事通信通信通信社千社千千千葉支葉支局、局、局局（一（一一（一社）社）社）社 共同共共同共 通信通信通信通信社社
千葉千葉千千 支局支局支局支 、（、（株株株株））ベイベイイエフエフエフエムエエムエ 、千、千千葉県葉県県葉県ケーケーケーケ ブルブルブルブルテレテレテレビ協ビ協協議会議会議会、産、産、産經新經新經新新聞社聞社聞社社千葉千葉千葉葉総局総局、、、JIJJ CACACA 東京東京京東 、日刊工刊 業新業新業新業新聞社聞社聞社聞社千葉千葉千葉千 支局支局支 、ESESSDD活動活動活 支援支援援センセンセンセ ターターーー
（（（（20202202121年度年度年年度実績実績実績実 、順、順、順順不同不同不同不同・敬敬称略称略））

開開開催催催催概概要要要要

「エコメッセちば」は
持続可能な社会の実現をメインテーマに、千葉市の幕張新都心を舞台に
1996年から開催され、今年で27回目となる環境イベントです。
SDGsの達成目標年である2030年を目指した具体的な活動を発信します。

名称

目標

会期

会場

主催

協賛

後援

2 0 2 2

チーバくん


