平成 24 年 9 月 3 日

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト。
「eco japan cup 2012」
応募締切り延長のお知らせ

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト。eco japan cup 2012 の応募締切りを 9 月 5 日（水）
としていましたが、9 月 20 日（木）24:00 まで延長いたします。
eco japan cup 公式ホームページ http://www.eco-japan-cup.com

本年も「エコ復興」をスローガンに掲げて開始した、eco japan cup 2012 にたくさんのご応募をい
ただきまして、誠にありがとうございます。
既にご応募いただいた方には大変申し訳ございませんが、全部門とも応募締切りを 9 月 20 日（木）
まで延長することといたしました。引き続きたくさんのご応募をお待ちしております。

◆開催概要

名

称：
“エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト。
”eco japan cup 2012

応募期間：平成 24 年 7 月 2 日（月）～9 月 5 日（水） 9 月 20 日（木）24:00（全部門）
発表展示・最終審査：
平成 24 年 12 月 13 日（木）～15 日（土）
（エコプロダクツ 2012 会場にて）
（ビジネス部門 環境ビジネス・ベンチャーオープン最終審査は 12 月 9 日（日））
表 彰 式：平成 25 年 2 月 22 日（金）（ホテルイースト 21 東京）

詳細は、下記 HP をご覧ください。

http://www.eco-japan-cup.com/contest/index.html
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◆eco japan cup 2012 エントリー部門
ビジネス部門
◇環境ビジネス・ベンチャーオープン
中小、ベンチャー企業、NPO などを対象にした環境ビジネスプランコンテスト。
表彰されたビジネスモデルについては、その後の支援を行い事業の発展を応援していきます。
対象：個人事業者、NPO を含む中小企業及びベンチャー企業
賞／賞金：大賞
敢闘賞

300 万円
100 万円

カルチャー部門
◇エコデザイン
持続可能な社会を促進するための製品デザイン、グラフィックデザイン、CG などの商用・実用
デザイン、もしくはコンセプト・アイデアを募集します。
対象：プロダクトデザイナー、グラフィックデザイナー、CM クリエーター
（プロ、アマは問いません。
）
賞／賞金：グランプリ
準グランプリ

100 万円
50 万円

◇エココミュニケーション
持続可能な社会を促進するための CM、グラフィック、Web など、広告・コミュニケーションの作品、
もしくはコンセプト・アイデアを募集します。
対象：プロダクトデザイナー、グラフィックデザイナー、CM クリエーター
（プロ、アマは問いません。
）
賞／賞金：グランプリ
準グランプリ

100 万円
50 万円

◇エコアート
エコロジーをテーマにした優れたアート（絵画、グラフィックアート、立体アート、CG、映像、絵本、
インスタレーションなどのビジュアルアート）を募集します。
対象：アーティスト（プロ、アマは問いません。
）
賞／賞金：グランプリ
準グランプリ

100 万円
50 万円

◇エコミュージック
エコロジーをテーマにしたオリジナルの楽曲（ジャンルや歌詞の有無は不問）を募集します。
対象：ミュージシャン（プロへの登竜門としてアマチュアアーティストに限定。
）
賞／賞金：グランプリ
準グランプリ

100 万円
50 万円
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ライフスタイル部門
◇エコチャレンジ！
持続可能な社会へ向けて、個人の生活の中で行っている環境に配慮したライフスタイルや、
暮らしの工夫、
「eco に役立つ、eco を楽しむ、eco で得する」を目的とした eco なアイデアを
募集します。
対象：個人、または家族など個人的なグループ
賞／賞金：エコチャレンジ！大賞

30 万円

エコアイデア賞

10 万円

◇市民が創る環境のまち"元気大賞 2012"
持続可能な社会へ向けて、環境活動で地域を活性化している市民グループ活動を募集。
対象：市民グループ、団体、事業者、NPO または行政を交えたネットワーク
賞／賞金：元気大賞
奨励賞

30 万円
10 万円

【実施連携団体】（担当事務局）：NPO 法人 持続可能な社会をつくる元気ネット
http://www.genki-net.jp

ポリシー部門
◇環境ニューディール政策提言
「環境と経済の好循環社会」を推進する具体的な政策提言を募集します。
対象：個人（職種など制約はありません。どなたでも応募可能）
賞／賞金：グリーンニューディール優秀提言 表彰状

※賞金はございません

サステナビリティ優秀提言 表彰状 ※賞金はございません

パートナー・コンテスト[企業賞]
◇企業独自の応募要項によるパートナー・コンテスト（各カテゴリー内で実施されます）
各企業が独自のテーマで、各カテゴリー内で募集、選定を行います。
対象や賞金は、各企業によって異なりますので、詳しくはホームページをご覧下さい。
◇2012 年度パートナー・コンテスト[企業賞]
ビジネス部門 環境ビジネス・ベンチャーオープン
JP 地域共存ビジネス賞

50 万円（1 団体）

環境ビジネスウィメン賞

10 万円（1 団体）

三井住友銀行賞

50 万円（総額）

ライフスタイル部門 市民が創る環境のまち"元気大賞 2012"
セブン-イレブン記念財団賞 活動支援金 各 10 万円（5 団体）
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主

催：

環境省／国土交通省／総務省／環境ビジネスウィメン／日本政策投資銀行／三井住友銀行

後

援：

外務省／経済産業省／内閣府／農林水産省／文部科学省／朝日新聞社／産経新聞社／東京新聞／
日本経済新聞社／毎日新聞社／読売新聞社／日経 BP 社／NPO 法人環境経営学会／東京商工会議所／
(公社)経済同友会／ (社)日本インテリアデザイナー協会／ (社)日本経済団体連合会／
(社)日本グラフィックデザイナー協会／日本商工会議所／ (社)日本パッケージデザイン協会／
(社)日本青年会議所／日本ベンチャーキャピタル協会／低炭素都市推進協議会／全国知事会／
北海道／青森県／岩手県／宮城県／秋田県／山形県／福島県／茨城県／栃木県／群馬県／
埼玉県／千葉県／東京都／神奈川県／新潟県／富山県／石川県／福井県／山梨県／長野県／
岐阜県／静岡県／愛知県／三重県／滋賀県／京都府／大阪府／兵庫県／奈良県／和歌山県／
鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／徳島県／香川県／愛媛県／高知県／福岡県／
佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県

パートナー・コンテスト[企業賞]提供団体：
一般財団法人セブン-イレブン記念財団／日本郵政グループ／一般社団法人環境ビジネスウィメン
株式会社三井住友銀行

一般協賛団体：
パナソニック株式会社／三井不動産株式会社／三井住友ファイナス＆リース株式会社
～水俣地域の発展のために～ JNC 株式会社

連携団体：
NPO 法人持続可能な社会をつくる元気ネット／ 深瀬記念視覚芸術保存基金

＜お問い合わせ＞
eco japan cup 総合運営事務局
一般社団法人 環境ビジネスウィメン内
Tel : 03-5888-9139 / Fax : 03-5888-9140 / E-mail : ejc@eco-japan-cup.com
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