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実施概要

◇いしかわ環境フェア2022
主催：（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議
後援：石川県、環境省中部地方環境事務所、北國新聞社

◇いしかわ近未来の環境技術展2022
主催：石川県 後援：環境省中部地方環境事務所、北國新聞社

◇いしかわの里山里海展2022
主催／いしかわ里山づくり推進協議会 後援／石川県、北國新聞社

みんなで‼ストップ温暖化
～カーボンニュートラルの実現に向けて、今わたしたちにできること～

令和4年8月20日(土)・21日(日) 9:30～16:30

石川県産業展示館4号館 全フロア、屋外展示場
〒920-0361 金沢市袋畠町南193 TEL.076-268-1121

７,000人（2日間）

8/20(土)…大雨（83mm）土砂災害警戒情報（警戒レベル4）
最高気温29.3℃/最低気温25.３℃
8/21(日)…雨（開場前）のち晴
最高気温30.4℃/最低気温23.5℃

いしかわ環境フェア ……………65（展示・体験・物販）
いしかわ近未来の環境技術展…24（展示・体験・物販）
いしかわ里山里海展……………3５（展示・体験・物販）
屋外展示ゾーン………………… 9（EV車展示＆試乗他）
飲食ゾーン……………………… 8（キッチンカー他） 計14１団体

イベント名■
主催・後援／

テ ー マ／

開催日時／

開催場所／

来場者数／

天 気／

出展者数／

２



会場構成 ３



出展者紹介① いしかわ環境フェア2022

環境にやさしい
鉄道コンテナ輸送

４

ＣＯ2削減ゾーン

C-1 C-2 C-3

全国通運連盟／JR貨物

家庭でできる
省エネ節電を紹介！

今日から始めようエコライフ

業界最大級の
大容量宅配ボックス

エス・ディ・エス㈱

環境施策の紹介、体験コーナー

C-4 C-5

白山市 環境課

公共事業における環境保全・
CO2削減等の取り組み紹介
など

石川県土木部

C-6

顕微鏡でマイクロプラスチック
とアスベストを見てみよう！

日本海環境サービス㈱



K-7

環境保全ゾーン

出展者紹介② いしかわ環境フェア2022 ５

環境カウンセラー（環境省登録
制度）になりませんか

K-4 K-5 K-6

環境カウンセラーズ石川

うちエコ診断士による、「うちエ
コ診断WEBサービス」の紹介

うちエコ診断

発電自転車体験、発電模型など

石川県企画課エネルギー対策室

環境放射線測定機器、
霧霜等の展示

K-8 K-9

環境放射線広報キャラバン隊

飲料水、環境水の
簡易水質測定体験

きれいな水・おいしい水

PM2.5等の観察や
騒音測定体験など

身近な大気・音環境を体験しよう

応募製品・サービスの紹介等

K-1 K-2 K-3

いしかわエコデザイン賞

ごみの減量化に関する
パネル展示
〈金沢市ごみ減量推進課〉

みんなで取り組もう
#ごみ減チャレンジ 浄化槽模型の展示など

（公社）石川県浄化槽協会



ＥＳ-7

エコショップゾーン

出展者紹介③ いしかわ環境フェア2022 ６

木質チップ燃焼、
アイスpop販売

ＥＳ-4 ＥＳ-5 ＥＳ-6

ユーアンドゆ
pocapoca ice pop

白山での外来植物除去活動の
紹介

NPO法人
環白山保護利用管理協会 天然木の家具 展示・販売

㈱沢野建設工房

なんでもハコべるエコバッグの
販売〈㈱三輪〉

ＥＳ-8 ＥＳ-9

ｈａｃｏｂａｇ

ペットボトルをアルミ缶に変更

無印良品 野々市明倫通り

パウダードリンクの試飲

味の素AGF㈱

持続可能な植彩インテリアの
展示販売〈㈱トーケン／社会
福祉法人 南陽園〉

ＥＳ-1 ＥＳ-2 ＥＳ-3

植彩インテリア「Buddy」
～地域共生社会に向けて～
（民福連携プロジェクト）

農産物や加工品の販売など

農福連携プロジェクト
～農業と福祉がつながって、
日本を元気に！～

堆肥の販売、サンプル配布

㈱河北潟ゆうきの里



クリーン･ビーチいしかわ
実行委員会

石川県
いしかわリサイクル協議会

石川県 温暖化･里山対策室／
資源循環推進課

R-7

循環・リサイクルゾーン

出展者紹介④ いしかわ環境フェア2022 ７

食べきれない手付かず食品の
回収は、こちら！

R-4 R-5 R-6

フードドライブ

トランクミュージアム リサイクル認定製品の展示・紹介

ごみを削減することの大切さ

R-8 R-9

花王グループ
カスタマーマーケティング㈱ 小型充電式電池のリサイクル

（一社）JBRC

プラ食品容器の機能と役割・環境
について

（一社）日本プラスチック食品容器
工業会／発泡スチレンシート工業会

規格外品のお菓子等の販売

R-1 R-2 R-3

もったいない市

海ごみを題材にした
紙芝居の上演

石川県資源循環推進課
海ごみを題材にした紙芝居

プラスチック削減の
取組み紹介等



石川県新生活運動協議会
石川県生活学校連絡会

㈱越村商店

循環・リサイクルゾーン

出展者紹介⑤ いしかわ環境フェア2022 ８

紙のリサイクルで
豊かな未来へ

R-13 R-14

石川県再生資源事業協同組合

地球温暖化防止のために、
私たちができることをご提案

学ぼう！クルマのリサイクル！

R-10 R-11 R-12

（公財）自動車リサイクル
促進センター ごみの分別体験、

簡易下水道処理実験

㈱トスマク・アイ

PETボトルのリサイクル



金沢泉丘高等学校
フェアトレード探究班

石川県生活環境部生活安全課

辰口自動車販売㈱

Ｅ-7

エコライフ・エシカル消費ゾーン

出展者紹介⑥ いしかわ環境フェア2022 9

風呂敷で楽しくエコライフ
〈石川県婦人団体協議会〉

Ｅ-4 Ｅ-5 Ｅ-6

風呂敷の包み方

フェアトレード普及活動の紹介
エシカル消費に関する
認証マークのクイズ

生協のSDGsとエシカル消費

Ｅ-8

石川県生活協同組合連合会・
コープいしかわ
生協のSDGsとエシカル消費 環境に配慮された銭湯で

エコ体験

石川県
公衆浴場業生活衛生同業組合

リフォームに関するご相談・
環境展示物

Ｅ-1 Ｅ-2 Ｅ-3

イオンリテール㈱

環境にやさしい
リノベーション

㈱ヤマダタッケン

マイカーリースで
エコカーライフ



リサイクルキャンプ用品
クロスフィールド

温暖化が進むと
石川県の気象・水資源は
どうなってしまうのか？

気候変動適応コーナー

出展者紹介⑦ いしかわ環境フェア2022 １０

パネルや木製品の展示など

H-4 H-5

「いしかわ森林環境税」で
未来へ届けるふるさとの森

気候変動への適応策＝
キャンプを気軽に始めよう！

気候変動に適応するミライを
考える

H-1 H-2 H-3

国立環境研究所
気候変動適応センター
／石川県「ミライ地球ガチャ」

県内の気候変動による影響
と適応

石川県気候変動適応センター

どの様な影響が表れるのか
を実際に体験できます。
〈石川県立大学 環境科学科〉



L-4

エコリビング省エネゾーン

出展者紹介⑧ いしかわ環境フェア2022 11

エコ住宅クイズコーナーなど

L-3

石川県住宅建築行政推進協議会

オーニングのある暮らし
～アウトドアリビングの提案～

L-5

（一社）日本オーニング協会

防災性・環境性に優れた
石油給湯器・暖房機

石油システム中央推進協議会

電気実験教室や環境クイズなど

L-1 L-2

北陸電力グループ

グロウアース・DWファイバー

㈱大建工業



こども鋳物教室 人力発電コーナー

プラスチックごみで
お気に入りを作ろう

T-7

体験コーナー

出展者紹介⑨ いしかわ環境フェア2022 12

重曹とクエン酸で
バスボムを作ってみよう
〈石川県消費生活支援センター〉

T-4 T-5 T-6

重曹とクエン酸を使った
バスボム作り 鋳物キーホルダーづくり

〈(公社)日本鋳造工学会 北陸
支部YFE〉

UFOキャッチャー、スロットカー
レース〈石川県地球温暖化防止活動
推進センター〉

工作で発電の仕組みを体験
〈㈱アクトリー〉

T-8 T-9

ぷち発電所をつくろう！

山羊革商品を作った後の
端材を活用
〈フェアトレード アジール塾〉

「山羊革しおり作り」
無料体験コーナー コースター作り

能美市押し花協会

～ぬくもりの木道づくり～
ボードペインティングを楽しもう

T-1 T-2 T-3

「つたえよう美しき森」
推進委員会

廃棄プラスチックを利用した
万華鏡作り
〈北陸環境共生会議〉

廃棄プラスチックを使って
万華鏡を作ろう!!

ペットボトル等のプラごみを
使った工作
〈石川県保健環境センター〉



石川県工業試験場 普段も災害時も役立つ
「再生可能バイオマスエネルギー」

KM-5

環境技術ゾーン

出展者紹介⑩ いしかわ近未来の環境技術展2022 13

廃アルミを材料とした
水素発生装置

KM-2 KM-3 KM-4

アルハイテック㈱

主な環境関連研究の紹介
雑草から電気をつくれます
〈石川県立大学 馬場研究室〉

リサイクル繊維ブランド「＆＋」

KM-6 KM-7

東レ㈱石川工場

瓦をリサイクルした景観舗装材

㈱エコシステム

環境DNA解析技術の紹介と実演
〈石川県立大学・㈱環境公害研究
センター〉

人には見えない世界を覗く技術
「環境DNA解析」による生物調査

KM-1

水素をつくってミニカーを動かそう

水素キッズパーク



金沢工業大学
SDGs推進センター

日産わくわくエコスクール 親子でたのしく実験・体験

KM-10

環境技術ゾーン

出展者紹介⑪ いしかわ近未来の環境技術展2022 14

V2H～車を暮らしの電源へ～

KM-8 KM-9 KM-11

ニチコン㈱

モデルカーの実験を通して
地球環境について学ぶ

身近なSDGs・世界のSDGs
〈㈱LIXIL〉

5GやVRの最新ソリューション体験

KM-12

㈱NTTドコモ北陸支社

一生に一度の自動車部品工作⁉
〈会宝産業㈱〉

自動車部品のリサイクル工作

ルーティヴ㈱ キャラバンサライ

SDGsコーナー

SDGsゲーム教材

SD-1 SD-2 SD-3

ルーティヴの
取り組み紹介と販売

サスティナブルコーヒーの販売



金沢市環境政策課 AGC㈱

積水ハウス㈱北陸支店

Z-7

エコリビングZEHゾーン

15

「創エネ」「蓄エネ」のご提案

Z-4 Z-5 Z-6

㈱西山産業 環境事業部

環境政策や補助金事業を紹介 ガラスの新しい可能性サンジュール

「ガラスの森号」
断熱・遮熱体感機

板硝子協会／
機能ガラス普及推進協議会

節水と衛生配慮技術の実演展示

Z-1 Z-2 Z-3

TOTO㈱

きれいにしよう日本の空を

㈱日本空調北陸

ZEHの推進

出展者紹介⑫ いしかわ近未来の環境技術展2022

電動自転車・車いすコーナー

WILL CKタイプ（電動車いす）

D-1 D-2

日建リース工業㈱

各種電動自転車の展示と試乗

武田産業㈱



親子トキ教室 トキの絵コンテスト2022 石川県立自然史資料館

トキが舞う里山里海を目指して

トキについて
楽しみながら学ぼう！

S-1 S-2 S-3

羽根を動かすことができる
トキの折り紙指導

生物多様性のための
取組みの紹介

里山ひつじとふれあおう！

里山里海と触れあおう

出展者紹介⑬ いしかわの里山里海展2022 16

生きている生きものたちを見てみよう

S-4 S-5

いしかわの生きもの展

羊エサやり体験

里山里海クイズラリー



狩女の会 山本ジビエ

金沢キッチン

S-12

いしかわジビエ

出展者紹介⑭ いしかわの里山里海展2022 17

金沢市三谷地区産のイノシシ肉
を使用した唐揚げ

S-9 S-10 S-11

ジビエ工房三谷

猪鹿の革細工と
レトルトカレー販売

能登の里山で取れたイノシシ

めざせ！ハンター

（一社）石川県猟友会

いしかわジビエの紹介

S-6 S-7 S-8

いしかわジビエ

ジビエオリジナル弁当販売ソーセージ販売

（同）山立会



里山里海SDGs
クラフトジン・のとジン

いしかわ日本ミツバチ愛好会

やなぎだブルーベリー生産組合

里山里海の恵みを楽しもう

出展者紹介⑮ いしかわの里山里海展2022 18

じろ飴等の販売

S-16 S-17 S-18

横井商店

里山里海SDGsクラフトジン
天然の栄養成分の宝庫

能登丼と輪島箸の販売

S-13 S-14 S-15

能登丼

能登の太陽を
いっぱい浴びて完熟した果実

能登の揚げ浜式製塩の
伝統の継承

㈱奥能登塩田村

道の駅 狼煙

未来を変える、里山の「炭」

S-19 S-20

CO2削減＆生物多様性向上
「未来を変える炭」 幻の大浜大豆を使用した

地豆腐の販売

20㈯ 21㈰



スローツーリズム
サポートデスク

MISIAの森
里山保全の取り組み紹介

里山保全と
“キッズの森造成”活動

すごろくで能登の里山里海の魅力を知ろう

S-27 S-28 S-29

世界農業遺産
「能登の里山里海」LIFEすごろく

活動の趣旨及び現在と
今後の取組紹介

能登米振興協議会 奥能登原木しいたけ
活性化協議会

つなぐ棚田遺産

里山里海から学ぼう

出展者紹介⑯ いしかわの里山里海展2022 19

自然と人との共生
「能登の棚田」

S-24 S-25 S-26

能登棚田保全活動協議会

自然と人との共生「能登米」
自然と人との共生「原木しいたけ」

石川型スローツーリズムのＰＲ

S-21 S-22 S-23

後世に残したい棚田遺産輪島の海女漁紹介

輪島の海女漁

モビールを作ろう！

石川県巨樹の会

S-30

巨樹と出逢ってみませんか



シュロの葉細工体験ほか 県産材を使った木工ワークショップ

ひょうたん装飾

里山里海体験教室

出展者紹介⑰ いしかわの里山里海展2022 20

〈ふるさとの匠〉
石野 晴美 氏

ST-5 ST-7

押し花アート（額）

〈ふるさとの匠〉 松田 哲章 氏 県産木材と触れ合おう！

〈ふるさとの匠〉
濱口 初美 氏

ST-1 ST-3 ST-4

桜貝小貝クラフト

〈ふるさとの匠〉
高橋 勝博 氏

21㈰

ST-2 竹コロ迷路づくり、 石川県の植物の色を染めてみよう…都合により中止ST-6

ふるさとの匠体験教室受付

能登ふるさと博マスコットキャラクター
「のとドン」が会場内へお客様を誘導
石川県観光PRマスコットキャラクター
「ひゃくまんさん」も登場



Ishikawa BMW メルセデス・ベンツ金沢

金沢三菱自動車販売㈱

EV車展示＆試乗コーナー

出展者紹介⑱ 屋外会場 21

プジョーe-208

O-3 O-5

プジョー金沢

BMW iX3、BMW i4 M50 メルセデス・ベンツ EQA250

日産サクラ、日産アリア、日産リーフ

O-1 O-2

石川日産自動車販売㈱

三菱eKクロスEV

㈱ホンダカーズ石川

トヨタC+pod

O-6 O-7

石川トヨタ自動車㈱

Honda e 

〈展示〉

O-4

㈱北陸マツダ

O-8

MAZDA MX-30 EV MODEL

〈試乗〉

〈展示〉 〈展示〉

〈展示〉

〈試乗〉

〈試乗〉 〈試乗〉

㈱トスマク・アイ

資源回収コーナー

古紙・古着

O-9 O-9

㈱越村商店 アルミ缶
ペットボトル



Gelato gelato I-na Drink

STONE'S CAFÉ

エコキッチンカー＆飲食コーナー

出展者紹介⑲ 屋外会場 22

ハンバーガー、
ブルーベリーソーダほか

F-3 F-4 F-4

ROUTE18

ジェラート 各種ドリンク

能登牛骨だし金沢冷麺、
かき氷

F-1 F-2 F-3

飛天龍

能登豚ホットドッグ、
加賀棒茶ラテほか

カステラボール

Kens Food Track

ヒデちゃんのコロッケ屋

メロンパン、能登牛乳ドリンク

F-5 F-6

世界で2番目に美味しい
メロンパン コロッケ（金沢カレー・加賀産ブロッコリーほか）、

焼きそば、お好み焼き、缶飲料、ソフトアイス

20㈯ 21㈰

20㈯

21㈰

飲食テント



20(土)

ステージイベント・セレモニー 23

21(日)

セレモニー／主催者挨拶・テープカット

環境月間・愛鳥週間ポスター表彰式

SDGsクイズ＆トークショー

エコマジックショー

ひゃくまんさんクイズ大会

トキの絵コンテスト表彰式

いしかわエコデザイン賞公開プレゼンテーション

みんなで学ぼう！ カーボンニュートラルと天気

ジャンピンONステージ

御陣乗太鼓 実演

推進員動画上映

13:30
▼

14:30

NPO法人 日本中国朱鷺保護協会
トキの絵コンテスト2022表彰式

15:00
▼

15:30

15:35
▼

16:00

オープニングセレモニー
9:20

▼
9:30

環境月間・愛鳥週間ポスター表彰式
10:00

▼
10:30

11:00
▼

11:30

12:00
▼

12:30
ひゃくまんさんクイズ大会

石川県地球温暖化防止活動推進員
動画上映

ぶんぶんボウル
SDGsクイズ＆トークショー

エコマジシャン ミヤモ
エコマジックショー
「カーボンニュートラルってな～に？」

9:30
▼

13:00

いしかわエコデザイン賞2022
公開プレゼンテーション

みんなで学ぼう！
カーボンニュートラルと天気
～気候変動から石川県のおいしい水を守ろう～

出演：小島よしお氏
進行：（公社）いしかわ環境パートナーシップ
●●●県民会議 会長 蔵本 和夫

13:30
▼

14:30

15:35
▼

16:00

15:00
▼

15:30
ジャンピンONステージ

14:35
▼

14:55
御陣乗太鼓　実演

石川県地球温暖化防止活動推進員
動画上映



広報関係 24

▼コンパクトなＡ４告知チラシ ▼「各出展内容」を明記した当日配布リーフレット

告知チラシ Ａ４サイズ　両面刷り　
●県内全小学校、幼稚園・保育所・認定こども園に郵送
●県内19市町に郵送及び周知依頼
●県内ショッピングセンター19箇所に設置、うち４箇所にポスター掲示

新聞広告 北國・中日・読売各紙 広報いしかわ（お知らせ欄）…8/10

スポットCM ●テレビ金沢…8/14～20　●石川テレビ…8/17

パブリシティ ●テレビ金沢…8/17　「となりのテレ金ちゃん」番組内「30秒劇場」

ラジオ パブリシティ
●ラジオななお「ほっと石川わくわく情報」…8/17
●MROラジオ「おいねどいね」…8/19
●ラジオかなざわ「ほっと石川環境情報」…8/19

広報誌 「ほっと石川」夏季号 石川県広報誌の背表紙広告

機関誌
「Ｅ－ＧＡＩＡ」
2022上期号

（公社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議の機関誌
表2（表紙裏）全ページ＋表2対抗1/2掲載

情報誌 記事広告 ●「金沢情報」…8/10　●「はっぴーママ」石川版…8/20

SNS 「ほっと石川」 石川県広報広聴室公式ＳＮＳ　●ツイッター ●インスタグラム…8/19

その他 アプリ等
●いしかわエコアプリ（お知らせテロップ）…8/16～21
●県庁内イントラ掲載…8/16　●県庁内放送…8/19

当日配布リーフレット A３ 両面刷り 二つ折り 会場にて来場者に配布

テレビ



【来場者】

◆会場内に給水スポットを配置し、マイボトルの持参を促した。

◆エコショップゾーン他販売ブースへのマイバックの持参を促した。

◆駐輪場を設け、自転車での来場や公共交通機関の利用を促した。
● ※印刷物のメインビジュアルとして上記をイラスト化した。

◆資源回収コーナーを設け、古紙・古着・アルミ缶・ペットボトルを持参いただいた。

◆フードドライブコーナーをチラシ等で案内し、手付かずの食品の回収に努めた。

◆石川県の標高図（色別）と市町庁舎の位置を立体的に示したパネルを設置し、地球温暖化の影響による
●海面上昇と気候変動への対策やアクションをしないと、いま住んでいる地域がどのようになってしまう
●のかを実感していただいた。

会場でのエコアクション 25

【出展者】

◆アルミ缶飲料販売コーナーを館内・屋外に設け、ペットボトル飲料を
●極力購入されないよう呼びかけた。

◆マイボトル持参を呼び掛け、会場内の給水スポットの利用を促した。

◆スタッフ弁当は環境に配慮した容器に入れた「環境フェア特製弁当」
●を作り、積極的に購入いただいた。

◆これまでファックスや郵送で行っていた、事務局からの通知・連絡・
●確認事項等は、BCC一斉メールを使い、ペーパーレスに努めた。

◆キッチンカーでは、使い捨てプラスチック容器やプラスチック製の
●消耗品（スプーン・ストローなど）を、すべて紙製に代替えした。

◆飲食物に使う割り箸は県産木材の間伐材で作った箸を使用した。

給水スポット 標高図・市町庁舎位置立体パネル

環境フェア2022
オリジナル弁当



【全体・運営面】

◆新型コロナウイルスの感染拡大で開催が危ぶまれたが、予定通り実施。
●(一社)日本展示会協会策定による「展示会業界における感染拡大予防ガイド
●ライン」と会場の感染症対策規程に則り、準備を整えて運営できた。
● →事前登録システム構築、入場パスの作成、受付のオペレーション体制確立、
● 館内清掃の徹底、館内での食事の禁止、クイズラリーの中止等

◆当日配布リーフレットの、全ての出展者名の下に出展内容やキャッチコピー
●を入れ、来場者に興味を沸かせることにより回遊を促進した。

◆ファミリー層を対象とした「体験」企画を実施した出展者が多かった。（14１
●団体中54団体/38％）このことをアピールするため、当日配布リーフレット
●の出展者紹介に「体験マーク」を表示した。来場者は、「体験」を通して暮らし
●の中でどんなエコアクションやクールチョイスをすればよいかをご理解いた
●だけるきっかけとなった。

◆3年ぶりの開催、また総合的な環境イベントとあって、出展希望者が多かった。
●県外出展者においては、オリジナル性に富んだディスプレイや、模型等を用
●いるなど、展示方法の工夫が見られた。

総評 26

以上

【いしかわ近未来の環境技術展2022】

◆いずれの出展ブースでも、来場者に体験と実験などを通して新技術への理解を促すことができた。
●特に水素を作ってミニカー等を動かす「水素キッズパーク」では、遊びの中から水素エネルギーのしくみ
●が学べるとあって人気を博した。テーマパーク風のディスプレイでワクワク感も演出することができた。

◆「廃アルミから水素を発生させる装置」「雑草から電気を作る」「環境ＤＮＡ解析」「自動車部品の工作」
● 「ガラスの森号/断熱・遮熱体験」等これまで無かった新技術や体験も多く見られた。

◆屋外のＥＶ車展示＆試乗コーナーでは、８ディーラーの協力により試乗車７台、展示車両4台という過去
●最大の台数が一堂に会した。（ディーラーを超えて試乗、乗り比べができるイベントは他に例が無い。）

【いしかわの里山里海展2022】

◆初めて実施した「里山里海クイズラリー」は、会場内8か所にチェックポイントを設け、過去、比較的誘客
●が少なかったブースでも来場者が集まり、会場全体の回遊性を高めた。景品の能登牛・棚田米など里山
●里海の恵みも人気を博した。（前記１６P）

◆体験教室や各出展ブースでも「体験とふれあい」を展示手法とし、里山里海の大切さを訴求できた。

◆販売ブースを充実し、いしかわジビエや能登の一品、能登丼コーナー等で、いしかわの里山里海の恵み
●を再認識させることができた。

◆里山里海展では初めて実施したステージイベントである「御陣乗太鼓」では、世代を超えて観客が多数
●集まり、能登の魅力を伝えることができた。

【いしかわ環境フェア2022】

◆ゾーニングでは「ＣＯ２削減」「環境保全」「循環・リサイクル」「エコリビング省エネ」 「エコライフ・エシカル
●消費」に加え、「エコショップゾーン」ではエコな商品の販売を強化し、また近年問題となっている「気候
●変動適応コーナー」 を設け、環境への理解・促進を図れた。

◆出展ブースに掲示する「出展名サイン」には、出展内容に合わせたSDGsマークを明記した。（全体）

◆「もったいない市」「環境にやさしい鉄道輸送」「大容量宅配ボックス」「リサイクルキャンプ用品」など、
●これまで無かった切り口での出展ブースも多く見られた。

登録システム 入場パスシール

出展者パス（マスクシール）

体験コーナー案内マーク


