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日 時：平成２５年１０月１９日（土）午前１０時～午後５時 

２０日（日）午前 ９時３０分～午後４時 

場 所：富山市南総合公園体育文化センター 

富山市友杉１０９７ 

TEL 076-429-5695 

                                        

 

 

主  催  ： とやま環境フェア開催委員会 

（富山県、富山市、環境とやま県民会議、(公財)とやま環境財団） 

 

 



 
 

 

とやま環境フェア 2013  

ご出展のお願いについて 

 

拝啓 

  時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、今、私たちは地球温暖化の防止など地球規模の課題から、ごみのリサイクルの促進など身

近な問題まで、多種多様な環境に係る課題に直面しています。 

 このような中で、環境保全を目指し、日頃から精力的な活動を展開する企業やグループの展示、

交流の場として、1998年に第１回「とやま環境フェア」を開催させていただきました。 

 以来、当フェアは、皆様方の多大なご理解とご協力と、多くの県民の皆様にご来場をいただきな

がら回を重ね、日本海側有数の環境に関する展示会として定着し、今回で第16回目を迎えます。 

２年前の東日本大震災発生以来、国民、県民の皆様の間には、環境に対する関心が従来に増して

高まっておりますが、さらに、企業や県民が一丸となった節電や省エネ、物を大切にする取り組み

が求められているところです。 

このようなことから、持続可能な「とやま」の実現に向け、『見直そう！くらしとエネルギー』

をテーマに、エコライフの実践・拡大に繋げるようなフェアにいたしたいと考えております。 

 各位におかれましては、ぜひテーマに沿ったご出展をいただきますようお願い申しあげます。 

敬具 

  平成25年７月吉日 

 

                              とやま環境フェア開催委員会 

                                                 会長   新木 富士雄 



 
 

「とやま環境フェア2013」出展要領 

 

１． 出展者 

  「とやま環境フェア2013」 (以下、｢環境フェア｣という)の趣旨に賛同の上、出展していただける団体（NPO・団

体、企業、行政機関、学校 等） 

 

とやま環境フェア2013 趣旨 

水と緑に恵まれた富山県の豊かな環境を守るとともに、よりよい環境を創造するため、環境と経済が

調和した低炭素社会の実現に向けた取組み事例を含めた、エコライフの実践事例を楽しみながら見聞・

体感し、エコライフの実践拡大を目的として「とやま環境フェア2013」を開催する。 

 

 

２．出展にあたっての方向性・出展区分・出展内容分野 

(１) 出展に当たっての方向性 

  ・環境フェアのテーマ（見直そう！くらしとエネルギー）に沿った企画内容を必ず、加味ください。 

  ・来場者が参加・体験し、楽しみながら学べる企画（例：環境ゲーム・クイズ、参加型の実演・製作等）を 

加味してください。 

    出展者(希望者)によるポイント制のスタンプラリーを共同実施することを予定しています。各出展者が、 

参加・体験された来場者にスタンプを押印し、来場者が集めた総スタンプに応じエコ商品、リサイクル品 

等を提供する企画内容です。 

  ※出展者多数の場合は、上記方向性を基に、出展者の抽選を行わさせていただくことがあります。 

 

  (２) 出展区分 

  ① 展示のみ：パネル、機器、商品等の展示・説明、活動紹介等 

  ② 販売含む：リサイクル品、エコ商品、有機栽培農産物加工品、遊休品等の販売 

  ③ 実演・体験含む：実験・実演、製作体験 

④ 相談含む：相談、コンサルタント、各種資料（例：活動パネル等）の提供・貸出等 

 

  (３) 出展内容分野 

   出展内容を次の分野名から選んでください。テーマが重ならない形で会場全体のレイアウトを組みます。 

・循環型社会   ①リデュース  ②リユース  ③リサイクル 

・脱温暖化社会  ①衣  ②食   

③住（ ア．家電  イ．住宅  ウ．自動車  エ．エネルギー  オ．その他 ） 

・自然共生    ①生物  ②森林  ③海・川 

 

３．経費負担 

  (１) 主催者 ―― 基本電源(１次側)、電気・水道使用料 

         椅子 ２脚、テーブル １脚 

  (２) 出展者 ―― 出展料、間仕切りパネル設置、企業名等表示板、 

展示に伴う装飾（机に被せる白布を含む）・小間内照明設置、配線(２次側)・給排水工事、 

運搬費等 

 



 
 

４．小間の形態と出展料・間仕切りパネル設置費 

  (１) 小間の形態 

   屋内の小間サイズは、１小間 ２．７ｍ×２．７ｍとします。タイプは、下図のＡタイプ（背壁＋袖壁）

またはＢタイプ（背壁）とします。 

   屋外の小間は、テント１張り（５．４ｍ×３．６ｍ）を１小間とします。 

出展料は、１０,０００円／小間とします。   ※間仕切り設置費、テント設置費は出展者負担とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 出展料・間仕切りパネル等設置費（参考） 

  下記の設置費用は、昨年度のものです。今年度の費用は、会場設営委託先が決まり、９月上旬に開催する出展

者説明会で公表します。 

    (間仕切り設置費は、見込み・消費税別) 

        サイズ 

形 状 
①１小間 ②２小間 ③３小間 

④４小間 

（正方形の場合） 

出  展  料  １０，０００円  ２０，０００円 ３０，０００円 ４０，０００円 

間
仕
切
り

設 

置 

費 

 

 

Ａタイプ 

【背壁＋袖壁】 
２７，０００円 ３６，０００円 ４７，０００円 ５６，０００円 

Ｂタイプ 

 【背壁のみ】 
１５，０００円 ２２，５００円 ３５，０００円 ２４，５００円 

Ａタイプ、Ｂタイプとも 基本色：TR409(クリーム色)  

５．広報等 

(１)  環境フェアの開催については、新聞､テレビ､ラジオ、県や富山市の広報等を通じＰＲに努めます。 

(２)  出展者には事前にチラシを配布するとともに、当日は、出展者名等を記載したパンフレットを来場者に配

布します。 

(３) 出展料をお支払いしていただく出展者には、環境フェアの招待状を1出展者、最高150枚まで提供します。

希望枚数は、申込書に記入をお願いします。 

なお、希望枚数多数の場合は、事務局にて枚数調整をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．出展申し込み方法 

出展希望者は、別紙「とやま環境フェア2013」出展申込書 (様式－１) に必要事項を記入の上、小間の展示レ

イアウト図と共に、郵送、FAXまたはE-mailでお申し込み下さい。 

とやま環境財団の賛助会員及び関係団体以外でお申し込みの方は、会社概要（案内）を添付してください。 

申し込みは平成２５年７月１９日（金）～８月２０日（火）とします。 

Ａ小間 Ｂ小間

袖　壁

社名板

背　壁

社名板

①②③　2.7ｍ
④　　　5.4ｍ

①②③　1.8ｍ
④　　　4.5ｍ

2.4ｍ

①2.7ｍ　②,④5.4ｍ　③8.1ｍ

袖　壁

背　壁
社名板

Ａタイプ Ｂタイプ 

昨年の招待状（サイズ 210mm×100mm） 

 



 
 

留 意 事 項 

 

１．小間割り、小間形態 

  (１)  小間割当ては、全体の出展構成、出展物、小間数等を考慮の上、実行委員会で決定します。小間形態は、

必ずしも申し込みどおりとならない場合もありますので、ご了承ください。また、搬入日当日の小間形態の

変更は、出来ませんので、小間形態を十分熟知して申し込みください。 

(２)  割当て可能な小間がなくなり、小間の割当てができなくなる場合もありますので、ご了承願います（その

旨直ちにご連絡いたします）。 

  (３)  ９月上旬に開催する出展者説明会において、小間割当てをご連絡します。 

 

 

２．出展物・販売品の搬入・搬出及び装飾の施工・撤去 

  (１) 搬入出日時（※時間を厳守願います。） 

        搬入    10月18日（金）  10：00～18：00 

        搬出    10月20日（日）  16：00～18：00 

  (２) 搬入口はH 2.2ｍ～2.3ｍ×W 1.8ｍ～2ｍ（詳細：施設概要）ですが、体育館でありトラックを直接会場に

入れたり、搬入口に横付けするなどは出来ません。（メインもサブアリーナも周囲に犬走りがあります。） 

搬入は、主に搬入口及び正面玄関から台車等により搬入願います。 

  (３) 搬入出に要する輸送・開梱・梱包その他の経費は、すべて出展者の負担とします。 

  (４) 会場には、搬入･搬出材料等の保管場所を設置しませんので、出展者側で対処して下さい。 

  (５) 搬入･搬出及び設置・撤去の際、床面等を傷つけないよう十分な対策を講じて下さい。特に次の点に注意

してください。 

    ・壁面、扉、ガラス、備品にテープ・釘類を使用しないでください。 

    ・品物の運搬には、ゴム付き台車をご利用ください。 

 (６) 小間内の装飾及び撤去の作業時間は、搬入･搬出の時間と同一です。装飾施工等の詳細については、９月

上旬に開催する出展者説明会でご連絡いたします。 

 

 

３． エコイベント対策 

  (１) 環境フェアは、富山県エコイベント実施方針に基づく「エコイベント」として位置づけられておりますの

で、次の点に特に留意して、出展に際してごみの発生は極力抑制するよう工夫してください。 

    ・各種印刷物は必要最小限とし、余ったものは再使用するよう努力してください。 

    ・できるだけプロジェクター等を活用し、印刷物の使用を削減してください。 

    ・レジ袋等は使用しないでください。 

    ・使い捨て容器は使用しないでください。 

    ・搬入・搬出や来場等に当たっては、エコドライブ、車の同乗、公共交通機関の利用、次世代自動車の活

用等にご協力願います。 

    ・ブース内の照明は適切に調整し、使用する資材は環境配慮製品の優先使用に努めてください。 

    ・エコイベントの趣旨を関係者に周知・徹底していただくようお願いします。 

(２) 発生した廃材・屑等の廃棄物は、施工者・出展者が必ず持ち帰って下さい（会場内にはごみ収納ボックス

は設置いたしません） 

 

 

４．管理保全 

  (１) 出展者の出展物・装飾物の盗難、紛失、火災、損傷などの損害や出展者の行為による事故については、当

該出展者の責任において解決して下さい。 

 

 



 
 

５．実演 

  (１) 出展に伴う実演は、自己の小間又は事務局が指定する場所に限るものとします。 

(２)  人体又は財物に対する危険防止に万全の措置を講じて下さい。 

 

 

６．電気 

  (１) 供給する電気は、次表の通りです。 

 供給区分 電  流  値     電  圧     電気方式 周波数 

 展示電灯 
 30Ａまで  100Ｖ  交流単相２線式  60Hz 

 30Ａ超から75Ａまで   100／200Ｖ  交流単相３線式  60Hz 

 展示動力  すべての範囲   200Ｖ  交流３相３線式  60Hz 

  (２)  事務局は出展者の申し込みにより、供給幹線を割当小間まで施工します。 

  (３)  事務局は、電流制御器（ブレーカー）までの工事を行います。電流制御器からの２次配線工事は、出展者

側で行って下さい。その工事費は、出展者の負担となります。電気工事等の詳細については、９月上旬に開

催する出展者説明会でご連絡いたします。  

  (４) 基本の使用電力料金は、事務局が負担します。            

 

 

７．給排水 

(１)  出展物の実演に要する給排水については、出展申込書に記入願います。 

(２) 工事費は、出展者の負担となります。配管工事等の詳細については、９月上旬に開催する出展者説明会で

ご連絡いたします。 

  (３) 給排水使用料は、事務局が負担します。 

 

 

８．火気・危険物等の取扱い 

   会場内に危険物（油類、プロパンガス、その他圧縮ガス等）を持ち込む場合、必ず出展申込書に明記して下さ

い(消防への届出が必要なため)。 

 

 

 

               お申込み・お問い合わせは 

                公益財団法人 と や ま 環 境 財 団 

         〒930-0096  富山市舟橋北町4-19富山県森林水産会館2階 

TEL(076)431-4607  FAX(076)431-4453 E-mail: tkz8@tkz.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


