
 

 1 

 

アースデイ東京 2014	 

NGO/NPO 出展者を募集します	 
【申込：1 次締切	 2014 年 1 月 31 日(金)、2 次締切	 2014 年 2 月 10 日（月）】	 

	 

1970年に始まった「アースデイ」は、世界175カ国、約5億人が参加する世界最大級の地球フェスティバルです。2001年

から代々木公園を中心に開催する「アースデイ東京」では、2014年、「この地球(ほし)の声に耳をすまそう」をキャッチ

コピーに多様ないのちがつながり合い、ともに生きる持続可能な社会を創ることを目指して、様々な取り組みを行います。	 
	 そのアースデイ東京の中で、オーガニック＆エコロジカルなライフスタイルをより身近なものにしていくために、自然
と人との共生の意識が、より毎日の暮らしに根付くような様々な出展や、地球環境や社会、平和のことなど、私たちをと
りまく様々な問題に取り組み、活動する NGO/NPO、団体の展示・アピールを募集します。	 
 
開催概要	 
名	 	 称	 ：アースデイ東京 2014	 	 

主	 	 催	 ：アースデイ東京 2014 実行委員会	 

会	 	 場	 ：代々木公園イベント広場・ケヤキ並木	 

日	 	 程	 ：2014 年 4 月 19 日（土）10:00〜17:00、20 日（日）10:00〜17:00	 

動	 	 員	 ：10 万人（予定）	 

	 

出展概要	 ※今後、代々木公園ほか各所との調整の中で変更の可能性もございます。	 
仕	 	 様	 ：間口 2.7m×奥行 3.6m（テント 1 張を 2 出展で使用）	 

	 	 ※間口は一面 2.7m が基本です。場所により L字で使えることもあります。	 
出	 展	 料	 ：NGO/NPO 団体・グループによる展示/アピール（2 日間） ： 32,400 円（税込） 

  販売が中心、または企業による展示/アピール（2 日間）  ： 54,000 円（税込） 

	 

出展形式詳細	 ※今後、代々木公園ほか各所との調整の中で変更の可能性もございます。	 
仕	 	 様	 ：間口 2.7m×奥行 3.6m	 （テント 1 張を 2 出展で使用）	 

※間口は一面 2.7m が基本です。場所により L字で使えることもあります。	 

※１日目終了後、テントは備え付けの囲い幕で閉鎖していただきます。	 

※店舗の装飾、看板の設置などについては、強風などの影響を考慮し、各出展者様の管理、責

任のもと細心の注意を払い行ってください。お客様に被害があった場合、主催者は一切の責任

を負いません。	 

	 
備	 	 品	 ：長机、パイプイスの貸し出しがあります。申込書に希望数をご記入下さい。 

 長机（1,800×600）：2,160 円（税込） / パイプ椅子：1,080 円（税込） 
 ※変更につきましては、出展料振込前までにお願いします。当日の変更は、受付いたしません。 

  ※発電機の持ち込みはできません。電源が必要な方は、ご相談ください。 
  ※4	 月のイベントのため、消費税は 8％となります。予めご了承ください。 
 
 
出展場所 ：アースデイ東京 2014 では、「食と農」「フェアトレード」などのテーマごとでゾーニングをしていきます。 

参加申込に出展のテーマをご記入いただき、アースデイ東京 2014 実行委員会・事務局により出展場
所を決定します。	 
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出展規約	 
●出展者は、「出展募集要項」、また、出展者説明会の際にお渡しする「出展細則」の各規定に記載する、ア

ースデイ東京 2014 の主旨にご賛同いただける団体の方に限定いたします。	 
	 

●出展説明会・提出物について	 

・出展者説明会（2014 年 3 月 6 日実施）には、必ずご参加いただきます。	 

・事前の提出書類等は、遅滞無く、速やかにご提出いただきます。	 
	 

●出展について	 

・ 展示、販売はすべてテント内で行っていただきます。テントの面積を超える展示・販売はしないなど、指
定の形式を遵守してください。	 

・ 周囲に対して美観を損ねたり、風紀を乱す行為はお断りいたします。	 
・ マイクまたは音楽などの大音量での使用はできません。	 
・ 節度を超える勧誘行為はご遠慮ください。チラシ等の手配りはできません。	 
・ 配布物、販売品などについて、極力ゴミを発生させないようにご注意ください。	 
・ その他、公園管理事務所、事務局より指示があった場合は、それに従っていただきます。	 
・ 夜間警備がつきますが、荷物の留置については、各出展者の責任となります。	 
	 

●販売禁止品について	 

以下の物品の販売はできません。また、販売物に関しては事前に申請していただきます。	 

予めご了承ください。	 

	 

・危険物や法律にふれるもの	 

・飲食物	 ※あらかじめ主催者より許可したものは除く	 

・化粧品など、保健所/厚生省による規制対象品	 ※あらかじめ主催者より許可したものは除く	 

・その他、開催主旨に不適当と思われるもの	 
	 

●出展者の選定について	 

出展の可否等に関する選考は、アースデイ東京 2014 実行委員会・事務局により行います。なお、選定結果の

お問い合わせについては、一切お答えしません。	 
	 

●損害責任について  
・出展者間及び出展エリアでの対人・対物のトラブル、食中毒などの食品衛生管理について発生する損害等

については、当該出展者の責任とし、主催者はその責任を負いません。 
・天災等、不可抗力の原因での会期変更、または開催中止によって生じた損害等については、補償しません。 
 
●その他  
主催者が出展にふさわしくないと判断した場合には、会期前、会期中に関わらずただちに出展を取りやめて

いただきます。 
 
 
応募について	 
●応募方法	 ：以下のどちらかをお選びください。	 

(1) WEB フォームにご記入ください。	 
URL: http://p.tl/iFfz-	 

(2)本書類記載の申込書に必要事項を記入の上、メール、またはファックスにてお申込ください。	 
●応募締切	 ：１次締切	 2014 年 1 月 31 日（金）、2 次締切	 2014 年 2 月 10 日(月)	 

※ 締切り前でも選考受付の上、規定数に達した段階で受付終了とさせていただきます。ご了承ください。 

●特定企画申請書：出展内容に、以下のものが含まれる場合は、別途申請書をお送りください。	 

Ａ.食品販売内容申請書	 Ｃ.マッサージ他、施術関係の出店申請書	 

Ｂ.化粧品・石けん等・肌に付着する類の販売内容書	 Ｄ.ワークショップ申請書	 

	 

選考結果について	 
2014 年 2 月 14 日（金）に、選考結果についてご連絡します。
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スケジュール	 
● 本番までのスケジュール	 

日時	 日程	 

1 月 31 日（金）	 第 1 次応募締切	 

2 月 10 日（月） 第 2次応募締切	 

2 月 14 日（金）	 選考結果通知	 

3 月 6 日（木）19:00～	 出展者説明会	 

3 月上旬	 出展に関する資料提出	 

	 

●設営・撤収・営業時間	 
宅配便  ： 宅配便の利用が可能です。当日も“宅配便受付ブース”にて対応いたします。 
  ※詳細は後日、資料にてお知らせいたします。 
  車両の使用を減らすためにも、積極的な利用をお願いいたします。 
 
駐車  ： 会場に駐車はできません。近隣の公共駐車場などをご利用ください。 
 
車両通行証 ： 下記の時間帯のみで車両による搬入出が可能です。 
  車両の使用を希望する方は、申込書に車両情報をご記入ください。 
	 

搬入	 ：	 

日時	 車両	 手持ち	 

4 月 18 日（金）	 午後	 午後	 

4 月 19 日（土）	 ×	 早朝	 

4 月 20 日（日）	 ×	 早朝	 

	 

会期	 ：	 

日時	 会期	 

4 月 19 日（土）	 10:00〜17:00	 

4 月 20 日（日）	 10:00〜17:00	 

	 

搬出	 ：	 

日時	 車両	 手持ち	 

4 月 19 日（土）	 ×	 イベント終了後	 

4 月 20 日（日）	 ×	 イベント終了後	 

4 月 21 日（月）	 午前中	 ×	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み・お問い合わせ 
アースデイ東京 2014 実行委員会	 事務局（担当：宮腰、浅田）	 

〒160-0022	 東京都新宿区新宿 5-4-23	 

TEL.03-5315-4405／FAX	 03-5315-4406／E-mail	 npo@earthday-tokyo.org 
※お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の、13時から17時までにお願いいたします。	 
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年	 	 	 	 	 	 月	 	 	 	 	 	 日記入	 

アースデイ東京 2014 出展 参加申込書 
【申込：1 次締切	 2014 年 1 月 31 日(金)、2 次締切	 2014 年 2 月 10 日（月）】 

 

１．基本情報	 
参加団体/	 

グループ名	 
 
※チラシなどに使用させていただきます。※正確にご記入ください。 

代表者名	  

住所 〒	 	 	 -	 

 

ホームページ  

担当者名  

電話  FAX 

E-mail  

販売／出展	 

の内容	 

 
 
 
 
 
 
 

出展枠 

（チェックしてく

ださい）	 

□ ３２，４００円 （税込）   ●NPO/NGO 団体、グループによる展示/アピール 
□ ５４，０００円 （税込）   ●販売が中心または企業による展示/アピール 

	 

２．出展に関して	 
机/イスの 

レンタル 

レンタル長机（１台 2,160 円・180cm×60cm）        台           

パイプイス（１脚 1,080 円）                   脚  

宅配便 
□ 利用する □ 利用しない       

（※利用する場合 ： 約     個口） 

搬入出の 

車両の使用 
□  使用しない  □ 18 日（金）搬入 使用する  □ 21 日（月）搬出 使用する      

車種 
 

ナンバー             
 

運転者氏名 

 

携帯電話 

 

 

車両情報 

□ レンタカーのため不明 
※車種が未定の方は、運転者氏名と携帯番号をご記入ください。車両証を発行するのに必ず必要です。  

	 

お申し込み・お問い合わせ 
アースデイ東京 2014 実行委員会	 事務局（担当：宮腰、浅田）	 

〒160-0022	 東京都新宿区新宿 5-4-23	 

TEL.03-5315-4405／FAX	 03-5315-4406／E-mail	 npo@earthday-tokyo.org 
※お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の、13時から17時までにお願いいたします。	 
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年	 	 	 	 	 	 月	 	 	 	 	 	 日記入	 

アースデイ東京 2014 出展 参加申込書 
【申込：1 次締切	 2014 年 1 月 31 日(金)、2 次締切	 2014 年 2 月 10 日（月）】 

 

団体/	 

グループ名	 
 担当者名  

	 

３．販売/展示について（詳細）	 
販売/展示内容を以下に詳しくご記入下さい。 

記入のなかったものに関しては販売できませんので、ご注意下さい。 

また内容検討の際に、以下のガイドラインをご参照ください。 

◆出展にあたってのガイドライン◆ 

以下のような事項については、アースデイ東京 2014 の趣旨と会場の使用規定上容認できませんのでご了承くださ

い。 

 ＜販売禁止品＞ 

  ・危険物や法律にふれるもの         ・飲食物  ※あらかじめ主催者より許可したものは除く 

  ・化粧品等、保健所/厚生省による規制対象品 ※あらかじめ許可したものは除く 

  ・開催主旨に不適当と思われる品 

 ＜禁止事項＞ 

  ・法律・公序良俗に反する行為・火気等の使用 ・開催主旨に反すると判断される行為  

  ・マイクまたは音楽等の大音量での使用     ・会場へ損傷を与える行為、設置物 

  ・会場の一般来場者の迷惑となる行為      ・節度を越える勧誘行為 
 	 

  

  

  

  

  

  

	 

お申し込み・お問い合わせ 
アースデイ東京 2014 実行委員会	 事務局（担当：宮腰、浅田）	 

〒160-0022	 東京都新宿区新宿 5-4-23	 

TEL.03-5315-4405／FAX	 03-5315-4406／E-mail	 npo@earthday-tokyo.org 
※お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の、13時から17時までにお願いいたします。	 
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年	 	 	 	 	 	 月	 	 	 	 	 	 日記入	 

アースデイ東京 2014 出展 参加申込書 
【申込：1 次締切	 2014 年 1 月 31 日(金)、2 次締切	 2014 年 2 月 10 日（月）】 

 

 

団体/	 

グループ名	 
 担当者名  

	 

４．参加の趣旨を教えてください	 	 
	 

	 

５．ゾーニングについて	 
アースデイ東京 2014 では、NPO・NGO 出展される団体を出展カテゴリに沿ってゾーニングいたします。	 

以下のカテゴリの中から、貴団体がアースデイ東京 2014 のメインテーマとして掲げる出展内容に一番近いカ

テゴリを 1つだけ選択し、カテゴリ名の前に（Ａ）とご記入ください。また、サブテーマとして掲げる出

展内容に一番近いカテゴリを 1つだけ選択し、カテゴリ名の前に（Ｂ）とご記入ください。アースデイ東

京 2014 のとして掲げる出展内容について、さらにカテゴリを選択される場合は、以下のカテゴリの中から 1

つ選択し、カテゴリ名の前に（Ｃ）とご記入ください。	 

※Ｃのご記入は必須ではありません。	 
	 

(	 	 )	 1. 子ども・子育て	 
(	 	 )	 2. 教育	 
(	 	 )	 3. 女性	 
(	 	 )	 4. ライフスタイル	 
(	 	 )	 5. 循環型社会	 

（ゼロエミッション、3R、ゴミ問題など）	 

(	 	 )	 6. 放射能問題・代替エネルギー（脱原発、
脱化石燃料など）	 

(	 	 )	 7. 災害・復興支援	 
（国内・海外の自然災害など）	 

(	 	 )	 8. 国際貢献、世界平和	 
（南北格差、飢餓、紛争や領土問題解決、

国際協力、若者の政治参加など）	 

(	 	 )	 9. 政治への参加	 
（国家政策への異議・提言、憲法問題、

貧困・雇用対策、若者の政治参加など）	 

(	 	 )	 10. フェアトレード・公正な経済	 
（脱グローバリズム、脱資本主義など）	 

(	 	 )	 11. 生物多様性、自然環境保全	 
（自然開発問題、野生動物保護、緑化、

里山・森林保全）	 

(	 	 )	 12. 食（健康、安心安全、内部被ばくなどの
正しい知識、遺伝子組み換え食品）	 

(	 	 )	 13. 農（環境保全型農業、農的な暮らし、農
家支援、自給率、在来種保存、遺伝子組

み換え食品）	 

(	 	 )	 14. 地域活性（農山漁村や離島の活性化、伝
統・伝承文化など）	 

(	 	 )	 15. ココロとカラダ(ストレス、躁鬱、がん予
防、放射能対策、アレルギー対策、代替

医療、免疫力など)	 

(	 	 )	 16. 企業の社会貢献・CSR	 
(	 	 )	 17. 社会福祉	 

（高齢者、貧困問題、障がい者支援など）	 

(	 	 )	 18. 音楽、アート、デザイン、ファッション、
マンガ	 

(	 	 )	 19. 科学・技術	 
(	 	 )	 20. 哲学・文学	 
(	 	 )	 21. メディア・コミュニケーション・インタ

ーネット	 

(	 	 )	 22. その他:（	 	 	 	 	 ）	 
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６．出展の具体的なテーマを教えてください	 
	 

７．チラシ送付部数	 
出展が確定した後、チラシをお送りいたしますので、ご希望の部数をご記入ください。	 

ご記入のない場合は、２０部程度となります。	 

希望部数	 	 	 	 	 部	 
	 

8.	 出展テントのレイアウトについて（アンケート）	 
会場の広さの関係から、より多くの NGO・NPO 団体・グループにご出展いただくために、出展テントのレイア
ウトについて、以下アンケートにお答えください。	 
※詳しくは、出展要項をご確認ください。	 
	 
出展テントのレイアウト（来場者対面の面数）	 	 
以下のいずれかをお選びください。	 
□1 面のみでも構わない	 
□2 面を必ず使いたい（L字）	 
	 

9.	 出展に関するご相談・アピールなど	 
出店に関するご相談・アピールなどございましたら、ご記入ください。	 
	 

	 

	 
上記全て記入の上、今回の展示・アピール内容のわかる物または団体資料などを併せて、WEB フォー
ム、メール、または FAX にてお申し込み下さい。出展の可否については、選定終了次第事務局より
ご連絡します	 
※ご入力頂く個人情報(郵便番号、住所、会社名、氏名、電話番号、メールアドレスなど)につきましては、	 実行委員会

事務局が「NPOビレッジ」の出展に関する事務作業のみで使用いたします。	 

※個人情報の開示・訂正・削除のお問い合わせについては、下記の実行委員会事務局までご連絡ください。	 

	 

お申し込み・お問い合わせ 
アースデイ東京 2014 実行委員会	 事務局（担当：宮腰、浅田）	 

〒160-0022	 東京都新宿区新宿 5-4-23	 

TEL.03-5315-4405／FAX	 03-5315-4406／E-mail	 npo@earthday-tokyo.org 
※お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の、13時から17時までにお願いいたします。	 


