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エコプロ 2017出展報告 

2018年 2月 

公益財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 

 

 エコマーク事務局は、日本最大級の環境展示会「エコプロ 2017～環境とエネルギーの未来展」

に出展しました。展示の様子をご報告します。 

 

1. エコプロ 2017概要 

・日 時：12月 7日(木)～9日(土) 10:00～17:00 

・場 所：東京ビックサイト 東展示場 1～5ホール 

・テーマ：持続可能（サステナブル）な社会の実現に向けて 

 

・出展者・団体数：616社・団体／1,414小間（昨年 705社・団体／1,527小間）  

・来場者数： 

7日(木)：53,034 人 （昨年初日来場者数  57,290人） 

8日(金)：60,949 人 （昨年 2日目来場者数 63,390人） 

9日(土)：46,108 人 （昨年 3日目来場者数 46,413人） 

総来場者数：160,091人（昨年総来場者数 167,093人） 

 

2. エコマーク出展概要 

●出展場所：東２ホール 【小間番号】2-060 

   会場図     ブース周辺拡大図 

 

エコマークブース 

2-060 
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●出展のねらい 

今年度新たに誕生したエコマーク認定レストラン（飲食店）とバ

イオディーゼル燃料を中心に、エコマークの最新動向をお伝え

することを目的とし、製品とサービスの両方で展開するエコマ

ークを身近に感じていただくことをねらいとしました。 

 

●展示内容 

ブース内を環境にやさしい街“エコマークシティ”にみたて、エコマークの取り組み紹介する 4つ

のエリアを設け、各エリアのテーマに沿った紹介や解説をパネルと商品の展示を通して行いまし

た。また、各エリアの展示を見て答えるクイズツアーを実施しました。 

 

【エコマークシティ】 

(1) エコレストラン（飲食店エリア） 

(2) 植物由来でエコ！（工場エリア） 

(3) 世界のエコマーク（海外エリア） 

(4) エコマークアワード（劇場エリア） 

 

以下にて、各エリアでの展示内容をご紹介します。 

 

 

(1) エコレストラン   （飲食店エリア）  

 今年度誕生したエコマーク認定レストランについて、まずは「エコマークのレストランってな

に？」「どこが環境にいいの？」という疑問にお答えしました。レストランで初めて採用したピク

トグラム（イラスト）で表す店舗での環境配慮の取り組みや、赤色でのエコマーク表示など、エ

コマークレストラン全般についてご紹介しました。 

さらに、エコマーク認定取得の 5 社それぞれの取り組みについてパネルで紹介し、さらに店舗で

実際に使われている食器やメニュー、定食メニューの蝋サンプルなどを展示し、レストランにい

るような雰囲気の中、環境への取り組みを感じていただきました。 

 

＜エコマークの飲食店紹介パネル＞ 
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＜エコマーク認定飲食店＞ 

店舗名 認定番号 契約者名 

吉野屋 17 505 001 株式会社吉野家 

モスバーガー 17 505 002 株式会社モスフードサービス 

プロント 17 505 003 株式会社プロントコーポレーション 

名鉄レストラン 17 505 004 株式会社名鉄レストラン 

デニーズ 17 505 005 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 

 

 

＜展示の様子（写真）＞ 
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(2) 植物由来でエコ （工場エリア） 

植物を原料にしてできる製品を 2点紹介しました。 

1つ目は植物由来プラスチック。プラスチックの原料を石油から植物に置き換えることで、CO2削

減に役立つことや、石油と違って植物は再生産することもできることなど、イラストを使用して

ご説明しました。 

2 つ目はバイオディーゼル燃料。使用済みの食用油を回収して燃料がつくられていることを、模

型等を通じてご説明しました。日常生活でのちょっとしたリサイクルが活かされていることにつ

いて、多くの方が高い関心を示していました。 

 

 

 



5 

＜植物由来プラスチック、バイオディーゼル燃料の製造工程などを紹介したパネル＞ 

 

 

＜展示商品＞ 

受賞団体名 商品名 認定番号 

大嘉産業株式会社  バイオエコサンクネット 16 105 002 

大日本印刷株式会社 バイオマテック 16 140 001 

ミドリ安全株式会社 プランテックスグローブ 16 103 011 

日本生活協同組合連合会  CO・OP有機栽培レギュラーコーヒー 他 17 140 007  他 

 

 

 

＜展示の様子＞ 
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(3) 世界のエコマーク （海外エリア） 

 エコマークシティから世界に飛びだし、エコマークの世界の仲間たちを紹介しました。エコマ

ークと同じ ISO14024 に従って運営されているタイプ I 環境ラベル運営団体のネットワークであ

る世界エコラベリング・ネットワーク（GEN）に加盟する団体のラベルについて、世界地図を使っ

て紹介しました。マグネットに描かれた GEN 加盟団体の各ラベルが世界地図のどこで使われてい

るかを当てるゲームを行い、子どもを中心に多くの方に楽しみながら世界のエコマークに触れて

いただきました。 

また、エコマークの海外ラベルとの相互認証について説明し、エコマークの国際的な活動に対し

て主に事業者から高い関心が寄せられました。 

 

＜世界のエコマークの 

 ゲームパネル＞ 
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＜展示の様子＞ 

 

 

 

 

(4) エコマークアワード （劇場エリア） 

エコマークを活用して環境配慮に積極的に取り組んでいる団体を表彰するエコマークアワードの

2017年度の受賞者を発表しました。受賞のきっかけとなったエコマーク認定商品や、環境配慮の

取り組みがわかる写真などを展示し、受賞団体の優れた取り組みを紹介しました。 

 

＜エコマークワード 2017展示商品＞ 

受賞団体名 商品名 認定番号 

ミドリ安全株式会社 プランテックスグローブ 

エコスペック  

INC-100ECO 

プランテックス 

16 103 011 

09 143 007 

12 118 017 

15 103 004 



8 

株式会社京急百貨店  京急百貨店 （店舗内の取り組み紹介） 13 501 001 

帝金株式会社 帝金エコバリカー  06 131 044 

株式会社トンボ鉛筆 S木物語 他 

修正テープモノエアー 

修正テープモノエアーつめ替えタイプ 

ピットテープシリーズ ピット C 他 

消えいろピット 

17 112 005 他 

15 112 027 

17 112 039 

16 112 034 他 

17 112 030 

横浜市 横浜の環境 ― 

日本生活協同組合連合会 CO・OPセフターE 他 

CO・OP有機栽培レギュラーコーヒー 他 

16 140 005  他 

17 140 007  他 

 

 

＜エコマークワード 2017受賞者紹介パネル＞ 
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＜展示の様子＞ 
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【クイズツアー】 

ブース内での各エリアの展示をみて答えるクイズを行いました。来場者は、受付配られたクイズ

用紙の問題について、各エリアのパネルに書かれた内容や案内スタッフの説明をヒントにして答

えていただきました。全 4問正解した方には、エコマーク認定タオルをプレゼントしました。 

 

クイズツアーには、3日間で 1,171名の方にご参加いただきました。 

  

＜クイズ用紙＞ 

 

＜クイズ正解者へのプレゼント＞ 

ナチュラル メイド（無漂白タオル）株式会社白和  

エコマーク認定番号 11 104 001 

※エコマークがついたタオルを持ち帰り使っていただくことで、イベント後も

生活の中でエコを意識していただくことを目的としています。 

 

 

 

【こどもエコクラブ紹介コーナー】 

エコマークの展示を見て環境に興味を持った子ども達が引き続き

活動する場を持つために、こどもの環境活動を支援する日本環境協

会の事業の「こどもエコクラブ」の紹介を行いました。 
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●来場者とのコミュニケーション 

 

(1) エコマークの木 

ブース内で実施したクイズツアーの最後に、「これからエコマ

ーク商品を選びエコな生活をしましょう」と、参加者に呼びか

けを行いました。賛同された方には、ブース中央に描かれた木

にエコマークのシールを貼っていただきました。多くの方のご

賛同をいただき、たくさんのエコマークの花が咲きました。 

 

 

 

(2) 海外からの来場者 

 初日(12/7)に、エコプロ 2017 同時開催セミナーとして東京

ビッグサイト会議棟にて開催した国際セミナー「世界のグリー

ン公共調達と環境ラベルの最新動向」の登壇者らが、エコマー

クブースを訪問しました。ヨーロッパおよびアジアでの環境ラ

ベルやグリーン公共調達の実務担当者は、世界のエコマークエ

リアでゲームに挑戦したり、飲食店でのエコマークの取り組み

を興味深く見るなど、時間をかけてブースを見学していまし

た。 
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 [まとめ] 

 エコプロ 2017では、エコマークが取り組んでいる最新の情報をご紹介することを目的とし、新

たにエコマークの対象となった「飲食店」および「バイオディーゼル燃料」に焦点を当て、展示

を行いました。エコレストランの展示では、普段見ることのないバックヤードの取り組みやどこ

がエコなのかが分かるような展示に努めました。利用する飲食店では、飲食を提供するだけでな

く食品ロスや省エネへの対応を積極的に行っていることは知らなかった、という声を多くいただ

きました。また、植物由来製品を紹介するエリアでは、文字で説明するだけでなく、廃食油の回

収に関わることがエコにつながるということを、視覚的に分かりやすく展示するよう努めました。

勉強になったというご意見をいただき、日常生活で欠かせない飲食に関わるエコは、来場者にも

身近に感じていただけたと実感しました。 

 また今年度リニューアルした「エコマークアワード」の受賞者を紹介しました。受賞団体の中

にもエコプロ展に出展している団体もあり、自社ブースにて受賞を大きく取り上げる展示もあり

ました。環境配慮に積極的に取り組む企業や団体と横のつながりも持てたエコプロ展となりまし

た。 

 最後になりましたが、今回展示用の商品やパネルのご提供・お貸出しにご協力いただきました

企業の皆様には改めてお礼申し上げます。 

 今後もエコマークのステークホルダーである消費者、企業とのコミュニケーションを大事にし、

エコマークの普及に努めてまいります。引き続き、エコマーク事業へのご理解・ご協力をいただ

きますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

 

[本件のお問い合わせ] 

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局 普及・国際協力課 

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル 9F 

TEL:03-5643-6255  FAX:03-5643-6257 E-mail: kouhou@ecomark.jp  


