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  BECC JAPAN 2022 スポンサー募集 

 

BECC JAPAN 2022 では、活動趣旨にご理解を賜り、本コンファレンスにご協賛いただける企業・団

体等を募集いたします。 

 

スポンサー申込期間 

2022 年 4 月 25 日（月）12：00 から 2022 年 7 月 15 日（金）17：00 まで 
 

受付を確認しましたら、翌日（土日祝を除く平日）までに事務局よりご連絡いたします。 

翌々日になっても返信がない場合は、お手数をお掛けいたしますが最終頁に記載の問い合わせ先 

までご連絡ください。 

 

(1) 気候変動・省エネルギー行動会議について 
気候変動・省エネルギー行動会議は、エネルギー利用の高効率化と地球環境保全に寄与するため、

人間の行動や意志決定に注目した省エネルギー行動の普及促進及び啓発を目的とし、BECC JAPAN の開

催などの活動を行う任意団体です。 

 

(2) BECC JAPAN 2022 について 
エネルギーと気候変動の問題に対処するため、従来の技術的・工学的アプローチに加えて、人間の

行動に関する科学的知見を政策やサービスに応用し、省エネルギー行動や環境配慮行動を促進する試

みが世界的に注目されています。BECC JAPANは、米国で開催されている Behavior, Energy & Climate 

Change Conference（BECC：行動・エネルギー・気候変動会議）の日本版として 2014 年に初開催され、

今回は 9回目の開催となります。 

今開催は前夜祭と本会議で構成され、前夜祭では CIC Tokyoのご協力のもと、パネルディスカッシ

ョンやピッチ、ネットワーキングを開催し、本会議では、省エネルギー行動や環境配慮行動に関する

研究動向や最新事例の知見をご紹介いたします。 

エネルギー関連企業や大学・研究機関、官公庁・自治体、HEMS・省エネサービス企業など、幅広い

分野からの参加者が期待されます。 
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【BECC JAPAN 2022 開催概要】 

※本年は 2日開催となります。施設見学会は実施いたしません。 

 前夜祭 本会議 

日時 2022年 7月 27日（水） 

17：00～21：00 

2022年 7月 28日（木） 

9：00～17：00 

開催形態 ハイブリッド開催（会場＋オンライン）

（会場：CIC Tokyo東京都港区虎ノ門） 

オンライン開催 

構成 パネルディスカッション、ピッチ※、ネ

ットワーキング 

※ピッチ：5 分程度の短いプレゼンテーション 

基調講演、一般講演（口頭発表・ライトニング

発表・ポスター発表）、スポンサーセッション、

交流会 

定員 会場 80 名程度、オンライン上限なし オンライン上限なし 

参加費 会場参加：1,000 円 

オンライン参加：無料 

 一般 自治体職員 学生 

早期 12,600 円 5,000 円 3,000 円 

通常 14,000 円 5,000 円 3,000 円 

※早期 7/7 受付まで 

○参加申込：2022年 4月 11日（月）～ 7月 27日（水）23:59 

※最新情報については WEBサイト（https://seeb.jp/）をご覧ください 

○主催：気候変動・省エネルギー行動会議 

○後援：環境省、エネルギー・資源学会、日本エネルギー学会、空気調和・衛生工学会、地球温暖化防

止全国ネット、日本家政学会、省エネルギーセンター、日本建築学会（4月 25日現在） 

経済産業省（申請中） 

○特別協力：CIC Tokyo 

 

(3) スポンサーメニュー 
スポンサーにはプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの区分があります。 

表 1 スポンサーフィー・特典 

スポンサー

区分 

スポンサー 

フィー 

（税込） 

特典 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

ロゴ 

掲載 

広告 

スライド 

前夜祭 

会場 

無料参加枠 

 

本会議 

無料参加枠 

 

バーチャル

ブース 

スポンサー

セッション 

チラシ・ 

ポスター 

 

プラチナ 200万円 特大ロゴ 4枚 

（60秒） 

4人 64人 ○ ○ 50枚・ 

2枚 

ゴールド 100万円 大ロゴ 3枚 

（45秒） 

4人 32人 ○ ○ 40枚・ 

1枚 

シルバー 50万円 中ロゴ 2枚 

（30秒） 

2人 16人 ○ ‐ 30枚・ 

なし 

ブロンズ 25万円 小ロゴ 1枚 

（15秒） 

2人 8人 ○ ‐ 20枚・ 

なし 



3 
 

① ロゴ等の掲載 
・ 当日配付資料と WEBサイト、また、本会議当日のスクリーン上に、ロゴを掲載します（後述(4)

ロゴの掲載イメージ参照）。 

・ 同区分内のスポンサー様の表示の順番は、五十音順とさせていただきます。 

② 広告スライド  
・ 休憩中に投影するスライドの上半分をスポンサー様の広告にお使いいただけます（後述(5)広告

スライドのイメージ参照）。 

・ スライドは 15秒毎に 1枚切り替わります。スライドを複数枚ご使用される場合は、内容は同じ

でも変えていただいても構いません。 

※同区分内のスポンサー様の表示の順番は、五十音順とさせていただきます。 

③ 前夜祭会場無料参加枠 
・ ゴールド区分以上のスポンサー様には 4 名まで、シルバー区分以下のスポンサー様には 2 名ま

で会場参加枠をご提供いたします。オンライン参加に上限はありません。 

※会場定員を最大 80 名に設定しております。そのため、新型コロナウイルス感染予防および拡

散防止対策として会場参加人数を把握し調整する必要があることから、会場参加をご希望され

ない場合には、お早めに事務局までお知らせください。 

④ 本会議無料参加枠 
・ スポンサーフィー25 万円ごとに 8名分の参加費（本会議）が無料になります。 

⑤ バーチャルスポンサーブースの開設 
オンラインツール上に設置するブースにて、スポンサー様の取組をご紹介いただけます。 

※使用するツールについては現在検討中です。 

⑥ スポンサーセッション枠のご提供 
・ ゴールド区分以上のスポンサー様へ、スポンサーセッション枠を提供させていただきます。 

時間帯 12：10～13：10 

発表時間 15分程度 

※スポンサー数により発表時間が変更となる可能性があります。 

※同区分内のスポンサー様のご発表の順番は、五十音順といたします。 

発表方法 オンラインでのプレゼンテーション 

（PDFや PPT によるスライドや動画をご使用いただけます。） 

 

・ ご発表の内容について事前に事務局にご連絡いただきます。内容により、ご相談させていただ

く場合がございます。 

 

⑦ チラシ・ポスターのご提供 

・ スポンサーの区分によりチラシ及びポスターを提供させていただきます。表 1の記載枚数以上

にご入用の場合は別途ご相談ください。 
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(4) ロゴの掲載イメージ 

1） 当日配付資料（一般講演要旨・PDF版冊子）のロゴ掲載 

・ 掲載媒体：BECC JAPAN 2022当日配付資料（一般講演要旨・PDF版冊子） 

・ 発行日：2022年 7月 27日（木） 

・ 大きさ：A4版 

・ 掲載位置：配布資料（一般講演要旨・PDF 版冊子）中に、スポンサー区分別ごと五十音順に、

左端よりカラーで掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） WEB サイトの広告掲載 
・ 掲載媒体：気候変動・省エネルギー行動会議 WEBサイト（https://seeb.jp/） 

・ 掲載位置：BECC JAPAN 2022 のスポンサー欄及び気候変動・省エネルギー行動会議トップペー

ジへ、ご希望のリンク先を張ったロゴを掲載します。 

 

  

プラチナスポンサー 

 

 

 

 

 

ゴールドスポンサー 

 

 

 

 

 

 

シルバースポンサー 

 

 

 

 

ブロンズスポンサー 

 

大ロゴ： 
80mm×56mm 

（最大） 

中ロゴ： 
50mm×35mm 

（最大） 

大ロゴ： 
80mm×56mm 

（最大） 

中ロゴ： 
50mm×35mm 

（最大） 

中ロゴ： 
50mm×35mm 

（最大） 

小ロゴ： 
40mm×28mm

（最大） 
 

小ロゴ： 
40mm×28mm

（最大） 

 

小ロゴ： 
40mm×28mm

（最大） 

 

小ロゴ： 
40mm×28mm

（最大） 

 

図 1 配付資料（A4 サイズ）のロゴ掲載イメージ 

特大ロゴ： 
90mm×63mm 

（最大） 
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(5) 広告スライドのイメージ 

 
図 2 広告スライドフォーマット 

（下半分のデザイン及び内容は変更となる可能性があります。） 

 

 
図 3 広告のイメージ例 

  

次のセッション開始時刻

 会議中に音声・画像のトラブル等がありましたら、チャットで投稿してください。

 原則、本会議における画面キャプチャ・録音・録画等は禁止いたします。

 質疑応答はチャットにて行います。お名前とご所属を沿えてご質問をご入力ください。

 本日受け付けられなかった質問は会場入り口ページの「質疑受付フォーム」にご投稿ください。後日BECC 

JAPANのサイト上に、参加者限定で公開させていただきます。

15：00

こちらのスペースをご自由にお使いいただけます。

次のセッション開始時刻

 会議中に音声・画像のトラブル等がありましたら、チャットで投稿してください。

 原則、本会議における画面キャプチャ・録音・録画等は禁止いたします。

 質疑応答はチャットにて行います。お名前とご所属を沿えてご質問をご入力ください。

 本日受け付けられなかった質問は会場入り口ページの「質疑受付フォーム」にご投稿ください。後日BECC 

JAPANのサイト上に、参加者限定で公開させていただきます。

15：00

【例】

BECC JAPANでは●月●日に行動変容に関する
研究会を開催します。

BECC JAPAN研究会のお知らせ

参加ご希望の方は、右の
QRコードからお申込み
をお願いします。

申込〆切：●月●日

日時 １０月５日（水）10：00～１２：00

開催方法 オンライン（zoom）

講師 BECC太郎氏

講演タイトル 脱炭素社会と行動経済学

定員 50名

参加費 1,500円
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(6) 御応募・お問い合わせ先 
※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応として、リモートワーク及び時差出勤を継続いたして

おります。これに伴いまして、営業時間帯でも、代表番号へのお電話・FAXを受け取れない場合や、迅速な

対応ができない場合がございます。お問い合わせは下記メールアドレスまでお願いいたします。 

 
気候変動・省エネルギー行動会議事務局 （株式会社 住環境計画研究所 内） 

担当：池田、森 

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-29 紀尾井町アークビル 3F 

（TEL : 03-3234-1177 / FAX : 03-3234-2226） 

E-mail : info(at)seeb.jp ((at)は@に書き換えてください) 
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(7) 過去の BECC JAPAN 
① BECC JAPAN 2021  
・日程：2021 年 8 月 31 日（火） 
・場所：オンライン開催 
・参加人数：267 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会、日本家政学
会、省エネルギーセンター、空気調和・衛生工学会、日本建築学会、地球温暖化防止全国ネット、早稲
田大学 理工学術院総合研究所／創造理工学部建築学科／建築学研究所 

・協賛：大阪ガス（株）、東京ガス（株）、日本オラクル株式会社（Oracle Utilities）、 西部ガス（株）、
電気事業連合会、東邦ガス（株）、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、積水ハウス（株） 

・特別協力：Venture Café Tokyo 
② BECC JAPAN 2020  
・日程：2020 年 8 月 25 日（火） 
・場所：オンライン開催 
・参加人数：234 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会、日本家政学
会、省エネルギーセンター 

・協賛：東京ガス（株）、大阪ガス（株）、日本オラクル株式会社（Oracle Utilities）、電気事業連合会、
東邦ガス（株）、西部ガス（株）、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、積水ハウス（株） 

・特別協賛：早稲田大学創造理工学部建築学科、早稲田大学建築学研究所、早稲田大学理工学術院総合研
究所 

③ BECC JAPAN 2019  
・日程：2019 年 8 月 22 日（木）・23 日（金） 
・場所：東京大学生産技術研究所 An 棟、「有明の丘基幹的広域防災拠点施設」及び「そなエリア東京」 
・参加人数：241 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会、日本家政学
会、省エネルギーセンター 

・協賛：東京ガス（株）、大阪ガス（株）、日本オラクル株式会社（Oracle Utilities Global Business Unit）、
東邦ガス（株）、西部ガス（株）、電気事業連合会、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、積水ハウス
（株）、デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

④ BECC JAPAN 2018  
・日程：2018 年 8 月 23 日（木）・24 日（金） 
・場所：一橋大学一橋講堂、柏の葉スマートシティ 
・参加人数：211 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会 
・協賛：東京ガス（株）、大阪ガス（株）、日本オラクル株式会社（Oracle Utilities Global Business Unit）、

東邦ガス（株）、西部ガス（株）、電気事業連合会、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、積水ハウス
（株）、デロイトトーマツコンサルティング合同会社 

⑤ BECC JAPAN 2017  
・日程：2017 年 9 月 5 日（火）・6 日（水） 
・場所：JA 共済ビル カンファレンスホール、Fujisawa サスティナブル・スマートタウン 
・参加人数：218 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会 
・協賛：大阪ガス（株）、東京ガス（株）、日本オラクル株式会社（Oracle Utilities Global Business Unit）、 

電気事業連合会、東邦ガス（株）、西部ガス（株）、日本ガス体エネルギー普及促進協議会、積水ハウス
（株） 

⑥ BECC JAPAN 2016  
・日程：2016 年 9 月 6 日（火）・7 日（水） 
・場所：慶應義塾大学三田キャンパス南校舎、皇居外苑楠公レストハウス 
・参加人数：232 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会 
・協賛：（株）アイ・グリッド・ソリューションズ、大阪ガス（株）、東京ガス（株）、電気事業連合会、日
本ガス体エネルギー普及促進協議会、オーパワージャパン（株） 

⑦ BECC JAPAN 2015  
・日程：2015 年 9 月 8 日（火）・9 日（水） 
・場所：一橋大学 一橋講堂・会議室、東京ガス千住見学サイト「Ei-WALK」 
・参加人数：214 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会 
・協賛：（株）環境経営戦略総研、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、オーパワージャパン（株）、日本ガス
体エネルギー普及促進協議会、電気事業連合会 

⑧ BECC JAPAN 2014  
・日程：2014 年 9 月 16 日（火）・17 日（水） 
・場所：東京大学 伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール・多目的スペース、磯子スマートハウス 
・参加者数：240 名 
・後援：経済産業省、環境省、（一社）日本エネルギー学会、（一社）エネルギー・資源学会 
・協賛：東京ガス（株）、大阪ガス（株）、電気事業連合会、オーパワージャパン（株）、一般社団法人日本
ガス協会 
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