
 
 

  
 

グリーンストアーズ 出展要項 
日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ 2012」において、オフィシャルマーケット「グリーンストアーズ」を下記の通り開催いた
します。本紙及び出展規約を熟読の上、みなさまの積極的なご参加をお待ちしております。 
 

  エコプロダクツ2012［第 14回］開催概要 
会 期  ：  2012 年 12 月 13日(木)～15日(土)10:00～18:00（最終日 15 日(土)は 10:00～17:00） 
会 場  ：  東京ビッグサイト 東展示場１～６ホール [予定] 

 主 催  ： （社）産業環境管理協会、日本経済新聞社 
 入場料  ：  無料（事前ネット登録または、当日入場登録制） 
 来場者見込： 185,000 人（2011 年度来場実績：181,487人） 
  グリーンストアーズ 開催概要 
 会 期  ： 2012 年 12 月 13日(木)～15日(土)10:00～18:00（最終日 15日(土)は 10:00～17:00） 
 会 場  ： 東京ビッグサイト東展示場 エコプロダクツ 2012会場内 
 概 要  ： 毎日の生活を豊かにするエコプロダクツ・サービスを体験・購入できるマーケット 
 主 催  ： 日本経済新聞社  
 企画・制作： 特定非営利活動法人ビーグッドカフェ 
 

▶出展協力金 
 １小間 ¥84,000 (税込)/ 3日間 最大２小間まで申請可能 
 
スペース： 間口3.0m × 奥行2.0m 
      （両隣、背面に他ブースが接する可能性があります） 
付帯設備： 上記スペースのみ  

 

 
＜ご注意＞ 
＊各出展者様で指定スペースに搬入・搬出し、ブース設営と販売を行なっていただきます（売上・在庫管理含む） 
＊混雑時には来場者整理にご協力ください 
＊電気設備の利用は別途費用が必要となります。電気工事費 1kW 11,400 円＋配線工事費 3,150円税込（予定）  
＊壁面、机・椅子、照明器具などの備品の手配および小間の装飾は、各出展者の負担で行ってください。 
 ご希望の方にはオプションで展示台やイスなどのリース備品や電気工事をご用意しています。 
【オプション・リース備品 一部例】※全て税込価格。その他のリース備品は 10月の説明会でご案内いたします 
 1-1 ディスプレイテーブル（白／高） 幅 1200 × 奥行 450 × 高さ 900(mm) ¥6,300/3 日間 
 1-2 ディスプレイテーブル（白／低） 幅 1000 × 奥行 450 × 高さ 450(mm) ¥5,250/3 日間 
 2    パイプイス（黒） ¥672/3 日間 
 3-1 壁面（白／背面）   幅 3000 × 高さ 1820(mm)                ¥18,900/3 日間 
 3-2 壁面（白／背面、側面）幅 2000 × 高さ 1820(mm) 、幅 1550 × 高さ 1820(mm)  ¥34,600/3日間 

     

＊出展ブースとは別途、グリーンストアーズ内に有料のワークショップエリア［１枠 45分 9,450 円］を設置予定です。 
 出展申込み時に上記オプション企画のご希望についてもお聞かせください。（「出展のご案内」p.9 もご参照ください） 
 
▶ 申し込み方法 
別紙出展申込書に必要事項を記載の上、郵送、FAX、またはメール添付にてお申し込みください。 
＊応募者多数の場合、出展の可否やブース数など調整させていただくことがあります。予めご了承ください 
 

一次締切：2012 年 7月 27日(金) 二次締切：2012 年 8月 31日(金) 
 

＜出展説明会について＞ 
展示会概要、出展細則、提出書類、今後のスケジュールについてご案内します。恐れ入りますが極力ご参加ください。 

日時：2012 年 10 月 5日(金)14:00～15:30（予定） 
場所：地球環境パートナーシッププラザ セミナースペース（渋谷区） 
   地図＞＞ http://www.geoc.jp/intro/access.html#epo 

＜お申し込み先・お問い合わせ先＞ 
エコプロダクツ 2012 グリーンストアーズ事務局（担当：坂本・内多） 

TEL 03-6413-8801 FAX 03-6368-6410 eco-pro@begoodcafe.com 
※エコプロダクツ 2012 の全体運営事務局とは異なりますので、ご注意ください 
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エコプロダクツ2012 出展に関する規約 
以下では、[ 主催者 ]は[ 日本経済新聞社 ]をさし、[ 事務局 ]は[ グリーンストアーズ事務局(特定非営利活動法人ビーグッドカフェ内) ]をさします。 
  

 
 
❶出展者（共同出展者を含む、以下同）は、以下に述べる各規約および
主催者及び事務局から提示された「出展のご案内」「出展要項」および出
展者を対象に行う「出展者説明会」にて配付する「出展細則」の各規定
（以下に説明する【展示に関する規約】に一部記載されています）を遵
守しなくてはなりません。これらに違反したと主催者・事務局が判断し
た場合、主催者・事務局はその時期を問わず出展申し込みの拒否、出展
の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更、展示会場からの退去
を命じることができます。その際、主催者・事務局の判断根拠などは公
表しません。また、出展者から事前に支払われた費用の返還および出展
取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者お
よび関係者の損害も補償しません。 
 

 
 
❶出展者は主催者が定める展示会の開催趣旨に合致する製品・サービス
を提供する法人・団体などに限定します。また、主催者は社内の出展基
準に従い、法人・団体、製品・サービスなどが出展に適するか否かを決
定する権利を持ちます。下記事例などに該当すると判断した場合には申
込受付の保留または出展をお断りする場合があります。また、その際、
判断基準、根拠などは公表しません。 
【申込受付の保留または出展をお断りする事例】 
「申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合」 
「出展内容が本展の趣旨にそぐわないと判断される場合」 
「出展者が第三者の権利を侵害していると判断される場合」 
「来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合」 
「出展者が自ら法的倒産手続きの申し立てをし、あるいは、申し立てを
受けている場合」 
「出展者が反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律」の定義する暴力団およびその関係団体等をいう）であること、ま
たはあったことが判明した場合。出展者が出展のために契約する者（施
工を委託する者を含むが、それに限らない）が反社会的勢力であること
が判明した場合」 
「その他出展が著しく不相応と判断される場合」 
❷出展申し込みを正式に受理した後でも、出展者が「出展に関する規約」
などに違反したと主催者・事務局が判断した場合、主催者・事務局は出
展を取り消す権利を持ちます。 
❸主催者は、疫病などで WHO（世界保健機関）の伝播地域に指定され
た国・地域からの出展を保留またはお断りする場合があります。なお、
指定国・地域外においても主催者の判断で関連書類の提出を求める場合
があります。 
 

 
 
❶本展示会は、出展申込書（本展示会に初めて出展の場合は、「会社・事
業案内」を添付）を事務局が受領し、受理した旨の通知を発送した時点
で正式な出展申込受理とします。出展申込書および出展に関する規約、
その他すべての提出書類はコピーをとり、お手元に保管してください。 
❷事務局が出展申込を受理した後、出展協力金をご請求します。出展者
は事務局の指定期日までに指定の銀行口座へお振り込みください。事務
局が定める期日までに出展協力金のお振り込みがない場合、事務局は申
し込みを取り消す権利を持ちます。 
 

 
 
❶出展申込受理後の出展取り消し・解約は認められません。出展者のや
むを得ない事情により、出展のすべてまたは一部の取り消し・解約をす
る場合、出展者は書面にて事務局に届け出たうえ、規定のキャンセル料
を事務局に支払わなければなりません。 
❷キャンセル料 
・出展申込受理通知日～2012年 8月 31日(金)／請求予定金額の 50% 
・2012年 9月 1日(土)以降、会期終了まで／請求予定金額の全額 
❸キャンセル料以上の損害が主催者・事務局に発生している場合には、
別途、損害賠償を請求することがあります。 
 

 
 
❶展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、決定し
ます。出展者は、その結果に従うものとします。 
❷出展者は、主催者が定めた展示スペースを、いかなる理由があっても
その全部または一部を、他社と交換・譲渡・貸与などすることはできま
せん。 
❸主催者は、会場ならびに所轄の警察署、消防署、保健所などによる指
導・命令や出展申込キャンセルなどがあった場合、小間配置を変更する
ことができます。 
 

 

  

 
 

❶出展申込書提出後に、出展者は主催者・事務局から提出を求められた
書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、
主催者・事務局は出展・申込事項を履行するか否かを決定する権利を持
ちます。 
 

 
 

❶出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどが出展
対象となります。 
❷出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービス
などの出展内容などに変更が生じた場合、速やかに書面にて事務局に連
絡し、許可を得なければなりません。 
❸装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、主催者・事務
局の提供する「出展細則・提出書類」に規定され、出展者はこれを遵守
しなければなりません。 
❹出展者は、通路など自社小間内以外の場所で、展示、宣伝、営業行為
などを行うことはできません。また、近隣の展示を妨害してはいけませ
ん。妨害の有無などは主催者・事務局が判断し、出展者はこれに従うも
のとします。 
❺出展者は、強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演など他社の迷
惑となる行為を行ってはいけません。実演などが来場者・出展者などに
多大な迷惑を与えていると主催者・事務局が判断した場合、主催者・事
務局はその中止・変更を命じることができます。なお、装飾物・演出と
しての裸火、煙・スモークマシン、ネオン管などの使用はできません。 
❻出展者は、展示会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政
指導を厳守しなければなりません。 
❼展示会会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる
行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類す
る行為など）があったと主催者・事務局が判断した場合、主催者・事務
局は出展中止または次回以降の出展申込拒否などの申し入れを行う権利
を持ちます。また、出展者はこれに従うものとします。 
❽展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における、現金の授受
を伴う物品やサービスの提供（即売行為）・商談・契約内容などに関して
主催者・事務局は一切その責を負いません。 
❾出展者が展示会場内で酒類を販売または試飲提供する場合は、未成年
者や車での来場者には提供してはいけません。出展者が酒類を販売また
は試飲提供したことによって、未成年者の飲酒や車での来場者が飲酒運
転などの事件・事故を起こした場合、主催者・事務局は一切その責を負
いません。 
 出展者は事務局に届け出た後、自社ブースおよび出展者が特定されな

い全景のみ撮影することができます。 
 

 
 

❶出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報
保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。
利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。必
ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。 
❷出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に
定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をお願いします。 
❸出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主体から、
「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴
えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってくだ
さい。 
❹出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報
主体または情報主体と主張する者との間で、紛争などが生じた場合は、
両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。主催者・事務局は
その際、一切の責を負いません。 
 

 
 

❶主催者・事務局はいかなる理由においても、出展者およびその雇用者・
関係者が展示スペースおよび関連ウェブサイトを使用することによって
生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責を負いま
せん。 
❷出展者はその従業員・関係者・代理店の故意・不注意の如何を問わず、
展示会場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損害につい
て、ただちに賠償するものとします。 
❸出展された製品・サービスについて出展者と第三者との間に紛争が起
きた場合は、主催者・事務局は一切その責を負いません。出展者はその
費用と責任において、これを解決、処理し主催者・事務局には一切迷惑
をかけないものとします。万一、主催者・事務局に紛争に関連して損害
等が発生した場合は、直ちに補填しなければならないものとします。 
❹主催者・事務局は、天災、疫病、その他不可抗力の原因による会期の
変更・開催の中止によって生じた出展者および関係者の損害は補償しま
せん。 
❺主催者・事務局は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって
生じた出展者および関係者の損害は補償しません。 

 



 
 
 

記入日 2012年  月  日 
 

  

グリーンストアーズ出展申込書 
 

出展のご案内および出展に関する規約に同意の上、下記のとおりグリーンストアーズに出展を申し込みます。 
 

■ グリーンストアーズ 
 名 称  ： グリーンストアーズ 
 会 期  ： 2012年 12 月 13日(木)～15 日(土)10:00～18:00（最終日 15日(土)は 10:00～17:00） 
 会 場  ： 東京ビッグサイト東展示場 エコプロダクツ 2012会場内 
 概 要  ： 毎日の生活を豊かにするプロダクツ・サービスを体験・購入できるマーケット 
 出展協力金： １ブース ¥84,000（税込）/ 3 日間  

スペース： 間口 3.0m × 奥行 2.0m 程度 
        付帯設備： なし（別途、オプション・リース備品のご用意がございます） 
        電気設備を使用される方は、会場全体の規定に準じて別途費用が必要となります。 
 

広報媒体掲載情報（この情報をチラシやウェブサイトに掲載いたします） 

出展名 
（和文） 
                                                
（英文） 

電話番号  FAX 番号  

店舗住所 〒 

ホームページ  

代表 e-mail  
出展者情報（資料・書類の送付ほか出展に関する連絡先をご記入ください） 

担当者名  担当者連絡先 
（携帯電話など）  

住所 〒 
※出展名と宛先の名称が異なる場合は右にご記入ください（           宛） 

電話番号  FAX 番号  

担当者 E-mail  
出展予定内容 

販売・展示物のカテゴリーに○をつけて、具体的な出展内容や伝えたいコンセプトをご記入ください 
 
 
カテゴリー：ファッション・コスメ・キッズ・農・アウトドア（自然）・食・エネルギー・地域 
      その他（                                ） 

希望小間数： 1小間 ・ ２小間 
*スペースに限りがあるため調整させていただく場合がございます 

電気使用予定 ※： 有  ・  無  
*会場全体の規定に準じて別途費用が必要です 

有料ワークショップエリアについて 
１枠 45 分 9,450 円税込（予定）「出展のご案内」p.9参照                                                希望（計  枠）・検討中・希望しない 

説明会の出欠 
10 月 5 日(金)14:00～15:30「出展要項」参照                                                                  出席（   名）・欠席 

 

 

お申し込み・お問い合わせ先 

エコプロダクツ 2012 グリーンストアーズ事務局（担当：坂本・内多） 
TEL 03-6413-8801  FAX 03-6368-6410  eco-pro@begoodcafe.com 

 

印 


