
　　　　　　は、ご登録いただいた情報を通常とは別のスペースでご紹介するプレミアムサービスです。「おす
すめエコ！」が掲載されるのは、新着情報画面や検索結果画面の上部。名称（タイトル）、キャッチフレーズ、主催
者名（企画者・発行者名等）とともに登録画像をお見せし、皆様の登録情報の詳細ページにリンクします。また、
一覧表示の中にも「おすすめエコ！」のロゴを表示し、皆様の情報の注目度を高めます。バナー広告とは異なる
スマートなアプローチで、閲覧者を皆様の詳細ページへ導きます。

1/5

のご案内

一覧表示画面

TOPページ

◎新着情報
◎登録時にセレクトした特別キーワード
・夏休み
・秋の行楽
・クリスマス
・冬休み
・春休み
・ゴールデンウィーク
・KIDS
◎BOOKS
◎申込み締切迫る
◎本日実施中

Hit!

◎フリーワード検索
◎スピード検索（フィールド、参加場所/メディア、年月日）

◎フィールドからの直接検索
◎Welcome（希望参加者）からの直接検索

「おすすめエコ！」の表示のされ方

一覧表示のあるページで
「おすすめエコ！」が表示されないページ
・アクセスランキング
・編集部イチオシ、特集記事
　編集部制作リストなど

検索結果の一覧表示が1ページの場合

検索結果の一覧表示は1ペー
ジにつき20件、「おすすめエ
コ！」は5件まで表示します。
検索結果が20件（1ページ）の
場合で「おすすめエコ！」の情報
が6件以上の場合は、ランダム
表示で5件のみ表示します。

検索結果の一覧表示が2ページ以上の場合
1ページ目 2ページ目

検索の結果、おすすめエコが5件以内の場合
1ページ目 2ページ目

一覧表示が2ページ以上ある場合は、1ページ目で表
示されなかった「おすすめエコ！」は2ページ目に表示
します。同様に3ページ目には、1～2ページ目に表示
されなかった「おすすめエコ！」を表示します。
なお、この間にブラウザで表示ページの更新を行う
と、新たに「おすすめエコ！」を表示する順番を決定し
直します。

検索の結果、ヒットした情報に
「おすすめエコ！」が5件以内
の設定であった場合は、注目
度バツグンです。「おすすめエ
コ！」は必ず検索結果の一覧表
示のトップページに表示され
ます。
（左図は1件のみの表示）

2ページ目以降には画像付き
の「おすすめエコ！」は表示しま
せん。いたずらに「おすすめエ
コ！」の露出頻度を上げると、
閲覧者の興味をそぐ結果につ
ながりかねないと考えるから
です。
なお、「おすすめエコ！」のロゴ
とともに表示される皆様の情
報は、必ずリストの中に表示さ
れ、ひと目で見つけることがで
きます。

「おすすめエコ！」のロゴとともに表示される皆様の情
報は、上段の画像付きの「おすすめエコ！」があるペー
ジと必ずしも同じページになるとは限りません。一覧
表示は検索条件によって表示位置が変わります。

次の20件を表示>> 1  2  3

次の20件を表示>> 1  2  3

は、皆様にご登録いただいた情報を
より有利に見せる有料PRサービスです。
1カ月3,000円税別＊からと手軽です！

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

のロゴが一覧リストに必ず表示されます。

　　　　　　が表示されるのは、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索で
ヒットしたときの一覧表示の中で表示されます。

2/5

のご案内

の仕組み（1）

4/5

のご案内

5/5

のご案内

新着情報及び、検索結
果がヒットした情報に「お
すすめエコ！」が設定され
ている場合、「おすすめ
エコ！」を表示します。

「おすすめエコ！」の表示ルール

　　　　　　は、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索でヒットしたときの
一覧表示の中で表示されます。

3/5

のご案内

の仕組み（2）

1カ月3,000円（消費税別）からとリーズナブルです。

　　　　　　は、1カ月3,000円（消費税別）からと格安です。
バナー広告とは異なるスマートな情報告知が手軽に行えます。

の料金

A B C D E F G H I J

1カ月
2カ月
6カ月
12カ月

3,000円（税込み3,150円）
5,000円（税込み5,250円）
14,000円（税込み14,700円）
25,000円（税込み26,250円）

のお申込みから掲載終了まで

＊請求書を別途郵便で必要な場合や、請求書の宛先が異なる場合は、info07@eco-tour.jp宛てのメールで、タイトルに「請求書
希望」とお書きの上、【申込みID】【情報名】と請求書の宛先、住所、電話番号を記入してお申込みください。なお、郵便による請求
書発行は、送付までに若干のお時間をいただきます。　

＊領収書の別途発行をご要望の方はご連絡ください。

＊掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くださ
い（掲載後は、掲載開始日の変更はできません）。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、
【申込みID】【情報名】【希望開始日】をご記入ください。

3.お振込　お客様：当センター指定の金融機関にお振込みいただきます。

　　1.送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

　　2.お支払いいただいた金融機関の振込伝票を領収書の代わりとさせていただきます。

税込み

1.お申込み　お客様：情報登録画面やコントロールパネルからお申込みいただきます。

2.請求書の送付　日本エコツーリズムセンター：メンバー所属の団体（個人の場合は個人）宛てに、請求

書と、お支払い手続きの方法を記載したメールを送付します。

4.掲載開始　日本エコツーリズムセンター：入金を確認でき次第、「おすすめエコ！」の設定を行い掲載を

開始。入金確認・掲載開始メールを送付ます。

5.終了　日本エコツーリズムセンター：掲載期間最終日の夜24時に、「おすすめエコ！」の公開を終了し

ます。

お問い合わせはお気軽に。

NPO法人日本エコツーリズムセンター
エコツアー・ドット・ジェイピー メンバー係
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-38-5

TEL:03-5834-7966　FAX:03-5834-7972
MAIL: desk@ecotourism-center.jp

＊この書類に記載した「おすすめエコ！」の料金は予告なく変更する場合が
あります。

掲載期間＊1

＊1　「掲載期間」についての詳細は次の「必ずお読みください」でご確認ください。

■必ずお読みください
＊1　掲載期間について

●掲載期間は、入金確認後に実際に掲載を開始した日の翌日からの期間になります（例：7月30日に掲載開始した場合の
期間3カ月の最終日は、10月30日が最終日です）。
●掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くだ
さい。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、【情報名】【希望開始日】をご記入ください。掲載開
始後の掲載開始日の変更はできませんのでご注意ください。
●掲載期間内に、期間限定情報の「最終日」や「お申込み締切日」が到来した場合は、「おすすめエコ！」の掲載を終了しま
す。「おすすめエコ！」のお申込み掲載期間が残っていても返金や他の情報への「おすすめエコ！」の振り替え適用はできませ
んので、あらかじめご了承ください。
●「最終日」や「お申込み締切日」が到来した情報は、従来同様引き続き当サイトで公開されます。

＊2　料金について
●料金は消費税別の価格です。お振り込み時には消費税を加算ください。お振込手数料はご負担願います。
●入金後の「おすすめエコ！」のキャンセルや中止、「おすすめエコ！」を設定した情報の削除や一時非公開等を行った場合
も、返金や掲載期間の延長、他の情報への振り替え適用はできません。
●「おすすめエコ！」の中止や当該情報の削除や非公開は、メンバーによる自己理由のほかに、エコツアー・ドット・ジェイピー
利用規約に反する情報掲載がされた場合や、情報の主催者やメンバーに連絡がとれなくなるなど、情報の信頼性が損なわ
れたとき、エコツアー・ドット・ジェイピーが判断した場合も含まれます。
●サーバーの定期点検等でエコツアー・ドット・ジェイピーのサービスを一時的に中断する場合の掲載期間延長や料金の払
い戻し等はいたしません。ただし、長期的なサーバ停止や、サイトそのものを閉鎖する事態になった場合は、掲載期間の振り
替えや掲載期間に応じた料金の返却等を行います。

■ご注意ください
「おすすめエコ！」はバナー広告ではありません。「おすすめエコ！」で掲載できる画像は、ツアーやイベント、商品などのイメージ写
真（静止画像）で、販売促進や注目度を高めるための広告表現が含まれる画像（商品のパッケージに宣伝文句が含まれている
ものは許容範囲です）や動画はご利用いただけません。エコツアー・ドット・ジェイピーの判断により、掲載をお断りしたり、掲載の
中止を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報登録で登録した画像

・地域
・名称（タイトル）
・キャッチフレーズ
・主催者・企画者・
  発行者名等

画像やタイトルを
クリックすると、そ
の情報の詳細ペ
ージにジャンプしま
す。

＊レイアウトやカラー、表示位置は予告なく変わることがあります。あらかじめご了承ください。

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー



　　　　　　は、ご登録いただいた情報を通常とは別のスペースでご紹介するプレミアムサービスです。「おす
すめエコ！」が掲載されるのは、新着情報画面や検索結果画面の上部。名称（タイトル）、キャッチフレーズ、主催
者名（企画者・発行者名等）とともに登録画像をお見せし、皆様の登録情報の詳細ページにリンクします。また、
一覧表示の中にも「おすすめエコ！」のロゴを表示し、皆様の情報の注目度を高めます。バナー広告とは異なる
スマートなアプローチで、閲覧者を皆様の詳細ページへ導きます。
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一覧表示画面

TOPページ

◎新着情報
◎登録時にセレクトした特別キーワード
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・冬休み
・春休み
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◎BOOKS
◎申込み締切迫る
◎本日実施中
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◎フリーワード検索
◎スピード検索（フィールド、参加場所/メディア、年月日）

◎フィールドからの直接検索
◎Welcome（希望参加者）からの直接検索

「おすすめエコ！」の表示のされ方

一覧表示のあるページで
「おすすめエコ！」が表示されないページ
・アクセスランキング
・編集部イチオシ、特集記事
　編集部制作リストなど

検索結果の一覧表示が1ページの場合

検索結果の一覧表示は1ペー
ジにつき20件、「おすすめエ
コ！」は5件まで表示します。
検索結果が20件（1ページ）の
場合で「おすすめエコ！」の情報
が6件以上の場合は、ランダム
表示で5件のみ表示します。

検索結果の一覧表示が2ページ以上の場合
1ページ目 2ページ目

検索の結果、おすすめエコが5件以内の場合
1ページ目 2ページ目

一覧表示が2ページ以上ある場合は、1ページ目で表
示されなかった「おすすめエコ！」は2ページ目に表示
します。同様に3ページ目には、1～2ページ目に表示
されなかった「おすすめエコ！」を表示します。
なお、この間にブラウザで表示ページの更新を行う
と、新たに「おすすめエコ！」を表示する順番を決定し
直します。

検索の結果、ヒットした情報に
「おすすめエコ！」が5件以内
の設定であった場合は、注目
度バツグンです。「おすすめエ
コ！」は必ず検索結果の一覧表
示のトップページに表示され
ます。
（左図は1件のみの表示）

2ページ目以降には画像付き
の「おすすめエコ！」は表示しま
せん。いたずらに「おすすめエ
コ！」の露出頻度を上げると、
閲覧者の興味をそぐ結果につ
ながりかねないと考えるから
です。
なお、「おすすめエコ！」のロゴ
とともに表示される皆様の情
報は、必ずリストの中に表示さ
れ、ひと目で見つけることがで
きます。

「おすすめエコ！」のロゴとともに表示される皆様の情
報は、上段の画像付きの「おすすめエコ！」があるペー
ジと必ずしも同じページになるとは限りません。一覧
表示は検索条件によって表示位置が変わります。

次の20件を表示>> 1  2  3

次の20件を表示>> 1  2  3

は、皆様にご登録いただいた情報を
より有利に見せる有料PRサービスです。
1カ月3,000円税別＊からと手軽です！

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

のロゴが一覧リストに必ず表示されます。

　　　　　　が表示されるのは、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索で
ヒットしたときの一覧表示の中で表示されます。

2/5

のご案内

の仕組み（1）

4/5

のご案内

5/5

のご案内

新着情報及び、検索結
果がヒットした情報に「お
すすめエコ！」が設定され
ている場合、「おすすめ
エコ！」を表示します。

「おすすめエコ！」の表示ルール

　　　　　　は、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索でヒットしたときの
一覧表示の中で表示されます。

3/5

のご案内

の仕組み（2）

1カ月3,000円（消費税別）からとリーズナブルです。

　　　　　　は、1カ月3,000円（消費税別）からと格安です。
バナー広告とは異なるスマートな情報告知が手軽に行えます。

の料金

A B C D E F G H I J

1カ月
2カ月
6カ月
12カ月

3,000円（税込み3,150円）
5,000円（税込み5,250円）
14,000円（税込み14,700円）
25,000円（税込み26,250円）

のお申込みから掲載終了まで

＊請求書を別途郵便で必要な場合や、請求書の宛先が異なる場合は、info07@eco-tour.jp宛てのメールで、タイトルに「請求書
希望」とお書きの上、【申込みID】【情報名】と請求書の宛先、住所、電話番号を記入してお申込みください。なお、郵便による請求
書発行は、送付までに若干のお時間をいただきます。　

＊領収書の別途発行をご要望の方はご連絡ください。

＊掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くださ
い（掲載後は、掲載開始日の変更はできません）。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、
【申込みID】【情報名】【希望開始日】をご記入ください。

3.お振込　お客様：当センター指定の金融機関にお振込みいただきます。

　　1.送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

　　2.お支払いいただいた金融機関の振込伝票を領収書の代わりとさせていただきます。

税込み

1.お申込み　お客様：情報登録画面やコントロールパネルからお申込みいただきます。

2.請求書の送付　日本エコツーリズムセンター：メンバー所属の団体（個人の場合は個人）宛てに、請求

書と、お支払い手続きの方法を記載したメールを送付します。

4.掲載開始　日本エコツーリズムセンター：入金を確認でき次第、「おすすめエコ！」の設定を行い掲載を

開始。入金確認・掲載開始メールを送付ます。

5.終了　日本エコツーリズムセンター：掲載期間最終日の夜24時に、「おすすめエコ！」の公開を終了し

ます。

お問い合わせはお気軽に。

NPO法人日本エコツーリズムセンター
エコツアー・ドット・ジェイピー メンバー係
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-38-5

TEL:03-5834-7966　FAX:03-5834-7972
MAIL: desk@ecotourism-center.jp

＊この書類に記載した「おすすめエコ！」の料金は予告なく変更する場合が
あります。

掲載期間＊1

＊1　「掲載期間」についての詳細は次の「必ずお読みください」でご確認ください。

■必ずお読みください
＊1　掲載期間について

●掲載期間は、入金確認後に実際に掲載を開始した日の翌日からの期間になります（例：7月30日に掲載開始した場合の
期間3カ月の最終日は、10月30日が最終日です）。
●掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くだ
さい。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、【情報名】【希望開始日】をご記入ください。掲載開
始後の掲載開始日の変更はできませんのでご注意ください。
●掲載期間内に、期間限定情報の「最終日」や「お申込み締切日」が到来した場合は、「おすすめエコ！」の掲載を終了しま
す。「おすすめエコ！」のお申込み掲載期間が残っていても返金や他の情報への「おすすめエコ！」の振り替え適用はできませ
んので、あらかじめご了承ください。
●「最終日」や「お申込み締切日」が到来した情報は、従来同様引き続き当サイトで公開されます。

＊2　料金について
●料金は消費税別の価格です。お振り込み時には消費税を加算ください。お振込手数料はご負担願います。
●入金後の「おすすめエコ！」のキャンセルや中止、「おすすめエコ！」を設定した情報の削除や一時非公開等を行った場合
も、返金や掲載期間の延長、他の情報への振り替え適用はできません。
●「おすすめエコ！」の中止や当該情報の削除や非公開は、メンバーによる自己理由のほかに、エコツアー・ドット・ジェイピー
利用規約に反する情報掲載がされた場合や、情報の主催者やメンバーに連絡がとれなくなるなど、情報の信頼性が損なわ
れたとき、エコツアー・ドット・ジェイピーが判断した場合も含まれます。
●サーバーの定期点検等でエコツアー・ドット・ジェイピーのサービスを一時的に中断する場合の掲載期間延長や料金の払
い戻し等はいたしません。ただし、長期的なサーバ停止や、サイトそのものを閉鎖する事態になった場合は、掲載期間の振り
替えや掲載期間に応じた料金の返却等を行います。

■ご注意ください
「おすすめエコ！」はバナー広告ではありません。「おすすめエコ！」で掲載できる画像は、ツアーやイベント、商品などのイメージ写
真（静止画像）で、販売促進や注目度を高めるための広告表現が含まれる画像（商品のパッケージに宣伝文句が含まれている
ものは許容範囲です）や動画はご利用いただけません。エコツアー・ドット・ジェイピーの判断により、掲載をお断りしたり、掲載の
中止を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報登録で登録した画像

・地域
・名称（タイトル）
・キャッチフレーズ
・主催者・企画者・
  発行者名等

画像やタイトルを
クリックすると、そ
の情報の詳細ペ
ージにジャンプしま
す。

＊レイアウトやカラー、表示位置は予告なく変わることがあります。あらかじめご了承ください。

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー



　　　　　　は、ご登録いただいた情報を通常とは別のスペースでご紹介するプレミアムサービスです。「おす
すめエコ！」が掲載されるのは、新着情報画面や検索結果画面の上部。名称（タイトル）、キャッチフレーズ、主催
者名（企画者・発行者名等）とともに登録画像をお見せし、皆様の登録情報の詳細ページにリンクします。また、
一覧表示の中にも「おすすめエコ！」のロゴを表示し、皆様の情報の注目度を高めます。バナー広告とは異なる
スマートなアプローチで、閲覧者を皆様の詳細ページへ導きます。

1/5

のご案内

一覧表示画面

TOPページ

◎新着情報
◎登録時にセレクトした特別キーワード
・夏休み
・秋の行楽
・クリスマス
・冬休み
・春休み
・ゴールデンウィーク
・KIDS
◎BOOKS
◎申込み締切迫る
◎本日実施中

Hit!

◎フリーワード検索
◎スピード検索（フィールド、参加場所/メディア、年月日）

◎フィールドからの直接検索
◎Welcome（希望参加者）からの直接検索

「おすすめエコ！」の表示のされ方

一覧表示のあるページで
「おすすめエコ！」が表示されないページ
・アクセスランキング
・編集部イチオシ、特集記事
　編集部制作リストなど

検索結果の一覧表示が1ページの場合

検索結果の一覧表示は1ペー
ジにつき20件、「おすすめエ
コ！」は5件まで表示します。
検索結果が20件（1ページ）の
場合で「おすすめエコ！」の情報
が6件以上の場合は、ランダム
表示で5件のみ表示します。

検索結果の一覧表示が2ページ以上の場合
1ページ目 2ページ目

検索の結果、おすすめエコが5件以内の場合
1ページ目 2ページ目

一覧表示が2ページ以上ある場合は、1ページ目で表
示されなかった「おすすめエコ！」は2ページ目に表示
します。同様に3ページ目には、1～2ページ目に表示
されなかった「おすすめエコ！」を表示します。
なお、この間にブラウザで表示ページの更新を行う
と、新たに「おすすめエコ！」を表示する順番を決定し
直します。

検索の結果、ヒットした情報に
「おすすめエコ！」が5件以内
の設定であった場合は、注目
度バツグンです。「おすすめエ
コ！」は必ず検索結果の一覧表
示のトップページに表示され
ます。
（左図は1件のみの表示）

2ページ目以降には画像付き
の「おすすめエコ！」は表示しま
せん。いたずらに「おすすめエ
コ！」の露出頻度を上げると、
閲覧者の興味をそぐ結果につ
ながりかねないと考えるから
です。
なお、「おすすめエコ！」のロゴ
とともに表示される皆様の情
報は、必ずリストの中に表示さ
れ、ひと目で見つけることがで
きます。

「おすすめエコ！」のロゴとともに表示される皆様の情
報は、上段の画像付きの「おすすめエコ！」があるペー
ジと必ずしも同じページになるとは限りません。一覧
表示は検索条件によって表示位置が変わります。

次の20件を表示>> 1  2  3

次の20件を表示>> 1  2  3

は、皆様にご登録いただいた情報を
より有利に見せる有料PRサービスです。
1カ月3,000円税別＊からと手軽です！

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

のロゴが一覧リストに必ず表示されます。

　　　　　　が表示されるのは、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索で
ヒットしたときの一覧表示の中で表示されます。

2/5

のご案内

の仕組み（1）

4/5

のご案内

5/5

のご案内

新着情報及び、検索結
果がヒットした情報に「お
すすめエコ！」が設定され
ている場合、「おすすめ
エコ！」を表示します。

「おすすめエコ！」の表示ルール

　　　　　　は、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索でヒットしたときの
一覧表示の中で表示されます。

3/5

のご案内

の仕組み（2）

1カ月3,000円（消費税別）からとリーズナブルです。

　　　　　　は、1カ月3,000円（消費税別）からと格安です。
バナー広告とは異なるスマートな情報告知が手軽に行えます。

の料金

A B C D E F G H I J

1カ月
2カ月
6カ月
12カ月

3,000円（税込み3,150円）
5,000円（税込み5,250円）
14,000円（税込み14,700円）
25,000円（税込み26,250円）

のお申込みから掲載終了まで

＊請求書を別途郵便で必要な場合や、請求書の宛先が異なる場合は、info07@eco-tour.jp宛てのメールで、タイトルに「請求書
希望」とお書きの上、【申込みID】【情報名】と請求書の宛先、住所、電話番号を記入してお申込みください。なお、郵便による請求
書発行は、送付までに若干のお時間をいただきます。　

＊領収書の別途発行をご要望の方はご連絡ください。

＊掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くださ
い（掲載後は、掲載開始日の変更はできません）。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、
【申込みID】【情報名】【希望開始日】をご記入ください。

3.お振込　お客様：当センター指定の金融機関にお振込みいただきます。

　　1.送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

　　2.お支払いいただいた金融機関の振込伝票を領収書の代わりとさせていただきます。

税込み

1.お申込み　お客様：情報登録画面やコントロールパネルからお申込みいただきます。

2.請求書の送付　日本エコツーリズムセンター：メンバー所属の団体（個人の場合は個人）宛てに、請求

書と、お支払い手続きの方法を記載したメールを送付します。

4.掲載開始　日本エコツーリズムセンター：入金を確認でき次第、「おすすめエコ！」の設定を行い掲載を

開始。入金確認・掲載開始メールを送付ます。

5.終了　日本エコツーリズムセンター：掲載期間最終日の夜24時に、「おすすめエコ！」の公開を終了し

ます。

お問い合わせはお気軽に。

NPO法人日本エコツーリズムセンター
エコツアー・ドット・ジェイピー メンバー係
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-38-5

TEL:03-5834-7966　FAX:03-5834-7972
MAIL: desk@ecotourism-center.jp

＊この書類に記載した「おすすめエコ！」の料金は予告なく変更する場合が
あります。

掲載期間＊1

＊1　「掲載期間」についての詳細は次の「必ずお読みください」でご確認ください。

■必ずお読みください
＊1　掲載期間について

●掲載期間は、入金確認後に実際に掲載を開始した日の翌日からの期間になります（例：7月30日に掲載開始した場合の
期間3カ月の最終日は、10月30日が最終日です）。
●掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くだ
さい。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、【情報名】【希望開始日】をご記入ください。掲載開
始後の掲載開始日の変更はできませんのでご注意ください。
●掲載期間内に、期間限定情報の「最終日」や「お申込み締切日」が到来した場合は、「おすすめエコ！」の掲載を終了しま
す。「おすすめエコ！」のお申込み掲載期間が残っていても返金や他の情報への「おすすめエコ！」の振り替え適用はできませ
んので、あらかじめご了承ください。
●「最終日」や「お申込み締切日」が到来した情報は、従来同様引き続き当サイトで公開されます。

＊2　料金について
●料金は消費税別の価格です。お振り込み時には消費税を加算ください。お振込手数料はご負担願います。
●入金後の「おすすめエコ！」のキャンセルや中止、「おすすめエコ！」を設定した情報の削除や一時非公開等を行った場合
も、返金や掲載期間の延長、他の情報への振り替え適用はできません。
●「おすすめエコ！」の中止や当該情報の削除や非公開は、メンバーによる自己理由のほかに、エコツアー・ドット・ジェイピー
利用規約に反する情報掲載がされた場合や、情報の主催者やメンバーに連絡がとれなくなるなど、情報の信頼性が損なわ
れたとき、エコツアー・ドット・ジェイピーが判断した場合も含まれます。
●サーバーの定期点検等でエコツアー・ドット・ジェイピーのサービスを一時的に中断する場合の掲載期間延長や料金の払
い戻し等はいたしません。ただし、長期的なサーバ停止や、サイトそのものを閉鎖する事態になった場合は、掲載期間の振り
替えや掲載期間に応じた料金の返却等を行います。

■ご注意ください
「おすすめエコ！」はバナー広告ではありません。「おすすめエコ！」で掲載できる画像は、ツアーやイベント、商品などのイメージ写
真（静止画像）で、販売促進や注目度を高めるための広告表現が含まれる画像（商品のパッケージに宣伝文句が含まれている
ものは許容範囲です）や動画はご利用いただけません。エコツアー・ドット・ジェイピーの判断により、掲載をお断りしたり、掲載の
中止を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報登録で登録した画像

・地域
・名称（タイトル）
・キャッチフレーズ
・主催者・企画者・
  発行者名等

画像やタイトルを
クリックすると、そ
の情報の詳細ペ
ージにジャンプしま
す。

＊レイアウトやカラー、表示位置は予告なく変わることがあります。あらかじめご了承ください。

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー



　　　　　　は、ご登録いただいた情報を通常とは別のスペースでご紹介するプレミアムサービスです。「おす
すめエコ！」が掲載されるのは、新着情報画面や検索結果画面の上部。名称（タイトル）、キャッチフレーズ、主催
者名（企画者・発行者名等）とともに登録画像をお見せし、皆様の登録情報の詳細ページにリンクします。また、
一覧表示の中にも「おすすめエコ！」のロゴを表示し、皆様の情報の注目度を高めます。バナー広告とは異なる
スマートなアプローチで、閲覧者を皆様の詳細ページへ導きます。

1/5

のご案内

一覧表示画面

TOPページ

◎新着情報
◎登録時にセレクトした特別キーワード
・夏休み
・秋の行楽
・クリスマス
・冬休み
・春休み
・ゴールデンウィーク
・KIDS
◎BOOKS
◎申込み締切迫る
◎本日実施中

Hit!

◎フリーワード検索
◎スピード検索（フィールド、参加場所/メディア、年月日）

◎フィールドからの直接検索
◎Welcome（希望参加者）からの直接検索

「おすすめエコ！」の表示のされ方

一覧表示のあるページで
「おすすめエコ！」が表示されないページ
・アクセスランキング
・編集部イチオシ、特集記事
　編集部制作リストなど

検索結果の一覧表示が1ページの場合

検索結果の一覧表示は1ペー
ジにつき20件、「おすすめエ
コ！」は5件まで表示します。
検索結果が20件（1ページ）の
場合で「おすすめエコ！」の情報
が6件以上の場合は、ランダム
表示で5件のみ表示します。

検索結果の一覧表示が2ページ以上の場合
1ページ目 2ページ目

検索の結果、おすすめエコが5件以内の場合
1ページ目 2ページ目

一覧表示が2ページ以上ある場合は、1ページ目で表
示されなかった「おすすめエコ！」は2ページ目に表示
します。同様に3ページ目には、1～2ページ目に表示
されなかった「おすすめエコ！」を表示します。
なお、この間にブラウザで表示ページの更新を行う
と、新たに「おすすめエコ！」を表示する順番を決定し
直します。

検索の結果、ヒットした情報に
「おすすめエコ！」が5件以内
の設定であった場合は、注目
度バツグンです。「おすすめエ
コ！」は必ず検索結果の一覧表
示のトップページに表示され
ます。
（左図は1件のみの表示）

2ページ目以降には画像付き
の「おすすめエコ！」は表示しま
せん。いたずらに「おすすめエ
コ！」の露出頻度を上げると、
閲覧者の興味をそぐ結果につ
ながりかねないと考えるから
です。
なお、「おすすめエコ！」のロゴ
とともに表示される皆様の情
報は、必ずリストの中に表示さ
れ、ひと目で見つけることがで
きます。

「おすすめエコ！」のロゴとともに表示される皆様の情
報は、上段の画像付きの「おすすめエコ！」があるペー
ジと必ずしも同じページになるとは限りません。一覧
表示は検索条件によって表示位置が変わります。

次の20件を表示>> 1  2  3

次の20件を表示>> 1  2  3

は、皆様にご登録いただいた情報を
より有利に見せる有料PRサービスです。
1カ月3,000円税別＊からと手軽です！

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

のロゴが一覧リストに必ず表示されます。

　　　　　　が表示されるのは、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索で
ヒットしたときの一覧表示の中で表示されます。

2/5

のご案内

の仕組み（1）

4/5

のご案内

5/5

のご案内

新着情報及び、検索結
果がヒットした情報に「お
すすめエコ！」が設定され
ている場合、「おすすめ
エコ！」を表示します。

「おすすめエコ！」の表示ルール

　　　　　　は、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索でヒットしたときの
一覧表示の中で表示されます。

3/5

のご案内

の仕組み（2）

1カ月3,000円（消費税別）からとリーズナブルです。

　　　　　　は、1カ月3,000円（消費税別）からと格安です。
バナー広告とは異なるスマートな情報告知が手軽に行えます。

の料金

A B C D E F G H I J

1カ月
2カ月
6カ月
12カ月

3,000円（税込み3,150円）
5,000円（税込み5,250円）
14,000円（税込み14,700円）
25,000円（税込み26,250円）

のお申込みから掲載終了まで

＊請求書を別途郵便で必要な場合や、請求書の宛先が異なる場合は、info07@eco-tour.jp宛てのメールで、タイトルに「請求書
希望」とお書きの上、【申込みID】【情報名】と請求書の宛先、住所、電話番号を記入してお申込みください。なお、郵便による請求
書発行は、送付までに若干のお時間をいただきます。　

＊領収書の別途発行をご要望の方はご連絡ください。

＊掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くださ
い（掲載後は、掲載開始日の変更はできません）。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、
【申込みID】【情報名】【希望開始日】をご記入ください。

3.お振込　お客様：当センター指定の金融機関にお振込みいただきます。

　　1.送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

　　2.お支払いいただいた金融機関の振込伝票を領収書の代わりとさせていただきます。

税込み

1.お申込み　お客様：情報登録画面やコントロールパネルからお申込みいただきます。

2.請求書の送付　日本エコツーリズムセンター：メンバー所属の団体（個人の場合は個人）宛てに、請求

書と、お支払い手続きの方法を記載したメールを送付します。

4.掲載開始　日本エコツーリズムセンター：入金を確認でき次第、「おすすめエコ！」の設定を行い掲載を

開始。入金確認・掲載開始メールを送付ます。

5.終了　日本エコツーリズムセンター：掲載期間最終日の夜24時に、「おすすめエコ！」の公開を終了し

ます。

お問い合わせはお気軽に。

NPO法人日本エコツーリズムセンター
エコツアー・ドット・ジェイピー メンバー係
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-38-5

TEL:03-5834-7966　FAX:03-5834-7972
MAIL: desk@ecotourism-center.jp

＊この書類に記載した「おすすめエコ！」の料金は予告なく変更する場合が
あります。

掲載期間＊1

＊1　「掲載期間」についての詳細は次の「必ずお読みください」でご確認ください。

■必ずお読みください
＊1　掲載期間について

●掲載期間は、入金確認後に実際に掲載を開始した日の翌日からの期間になります（例：7月30日に掲載開始した場合の
期間3カ月の最終日は、10月30日が最終日です）。
●掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くだ
さい。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、【情報名】【希望開始日】をご記入ください。掲載開
始後の掲載開始日の変更はできませんのでご注意ください。
●掲載期間内に、期間限定情報の「最終日」や「お申込み締切日」が到来した場合は、「おすすめエコ！」の掲載を終了しま
す。「おすすめエコ！」のお申込み掲載期間が残っていても返金や他の情報への「おすすめエコ！」の振り替え適用はできませ
んので、あらかじめご了承ください。
●「最終日」や「お申込み締切日」が到来した情報は、従来同様引き続き当サイトで公開されます。

＊2　料金について
●料金は消費税別の価格です。お振り込み時には消費税を加算ください。お振込手数料はご負担願います。
●入金後の「おすすめエコ！」のキャンセルや中止、「おすすめエコ！」を設定した情報の削除や一時非公開等を行った場合
も、返金や掲載期間の延長、他の情報への振り替え適用はできません。
●「おすすめエコ！」の中止や当該情報の削除や非公開は、メンバーによる自己理由のほかに、エコツアー・ドット・ジェイピー
利用規約に反する情報掲載がされた場合や、情報の主催者やメンバーに連絡がとれなくなるなど、情報の信頼性が損なわ
れたとき、エコツアー・ドット・ジェイピーが判断した場合も含まれます。
●サーバーの定期点検等でエコツアー・ドット・ジェイピーのサービスを一時的に中断する場合の掲載期間延長や料金の払
い戻し等はいたしません。ただし、長期的なサーバ停止や、サイトそのものを閉鎖する事態になった場合は、掲載期間の振り
替えや掲載期間に応じた料金の返却等を行います。

■ご注意ください
「おすすめエコ！」はバナー広告ではありません。「おすすめエコ！」で掲載できる画像は、ツアーやイベント、商品などのイメージ写
真（静止画像）で、販売促進や注目度を高めるための広告表現が含まれる画像（商品のパッケージに宣伝文句が含まれている
ものは許容範囲です）や動画はご利用いただけません。エコツアー・ドット・ジェイピーの判断により、掲載をお断りしたり、掲載の
中止を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報登録で登録した画像

・地域
・名称（タイトル）
・キャッチフレーズ
・主催者・企画者・
  発行者名等

画像やタイトルを
クリックすると、そ
の情報の詳細ペ
ージにジャンプしま
す。

＊レイアウトやカラー、表示位置は予告なく変わることがあります。あらかじめご了承ください。

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー

エコツアー・ドット・ジェイピー



　　　　　　は、ご登録いただいた情報を通常とは別のスペースでご紹介するプレミアムサービスです。「おす
すめエコ！」が掲載されるのは、新着情報画面や検索結果画面の上部。名称（タイトル）、キャッチフレーズ、主催
者名（企画者・発行者名等）とともに登録画像をお見せし、皆様の登録情報の詳細ページにリンクします。また、
一覧表示の中にも「おすすめエコ！」のロゴを表示し、皆様の情報の注目度を高めます。バナー広告とは異なる
スマートなアプローチで、閲覧者を皆様の詳細ページへ導きます。

1/5

のご案内

一覧表示画面

TOPページ

◎新着情報
◎登録時にセレクトした特別キーワード
・夏休み
・秋の行楽
・クリスマス
・冬休み
・春休み
・ゴールデンウィーク
・KIDS
◎BOOKS
◎申込み締切迫る
◎本日実施中

Hit!

◎フリーワード検索
◎スピード検索（フィールド、参加場所/メディア、年月日）

◎フィールドからの直接検索
◎Welcome（希望参加者）からの直接検索

「おすすめエコ！」の表示のされ方

一覧表示のあるページで
「おすすめエコ！」が表示されないページ
・アクセスランキング
・編集部イチオシ、特集記事
　編集部制作リストなど

検索結果の一覧表示が1ページの場合

検索結果の一覧表示は1ペー
ジにつき20件、「おすすめエ
コ！」は5件まで表示します。
検索結果が20件（1ページ）の
場合で「おすすめエコ！」の情報
が6件以上の場合は、ランダム
表示で5件のみ表示します。

検索結果の一覧表示が2ページ以上の場合
1ページ目 2ページ目

検索の結果、おすすめエコが5件以内の場合
1ページ目 2ページ目

一覧表示が2ページ以上ある場合は、1ページ目で表
示されなかった「おすすめエコ！」は2ページ目に表示
します。同様に3ページ目には、1～2ページ目に表示
されなかった「おすすめエコ！」を表示します。
なお、この間にブラウザで表示ページの更新を行う
と、新たに「おすすめエコ！」を表示する順番を決定し
直します。

検索の結果、ヒットした情報に
「おすすめエコ！」が5件以内
の設定であった場合は、注目
度バツグンです。「おすすめエ
コ！」は必ず検索結果の一覧表
示のトップページに表示され
ます。
（左図は1件のみの表示）

2ページ目以降には画像付き
の「おすすめエコ！」は表示しま
せん。いたずらに「おすすめエ
コ！」の露出頻度を上げると、
閲覧者の興味をそぐ結果につ
ながりかねないと考えるから
です。
なお、「おすすめエコ！」のロゴ
とともに表示される皆様の情
報は、必ずリストの中に表示さ
れ、ひと目で見つけることがで
きます。

「おすすめエコ！」のロゴとともに表示される皆様の情
報は、上段の画像付きの「おすすめエコ！」があるペー
ジと必ずしも同じページになるとは限りません。一覧
表示は検索条件によって表示位置が変わります。

次の20件を表示>> 1  2  3

次の20件を表示>> 1  2  3

は、皆様にご登録いただいた情報を
より有利に見せる有料PRサービスです。
1カ月3,000円税別＊からと手軽です！

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

＊サービス内容や料金は予告なく変更する場合があります。

のロゴが一覧リストに必ず表示されます。

　　　　　　が表示されるのは、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索で
ヒットしたときの一覧表示の中で表示されます。
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のご案内

の仕組み（1）

4/5

のご案内

5/5

のご案内

新着情報及び、検索結
果がヒットした情報に「お
すすめエコ！」が設定され
ている場合、「おすすめ
エコ！」を表示します。

「おすすめエコ！」の表示ルール

　　　　　　は、トップページからのリンクや、各画面トップの検索ツール、左メニューの検索でヒットしたときの
一覧表示の中で表示されます。
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のご案内

の仕組み（2）

1カ月3,000円（消費税別）からとリーズナブルです。

　　　　　　は、1カ月3,000円（消費税別）からと格安です。
バナー広告とは異なるスマートな情報告知が手軽に行えます。

の料金

A B C D E F G H I J

1カ月
2カ月
6カ月
12カ月

3,000円（税込み3,150円）
5,000円（税込み5,250円）
14,000円（税込み14,700円）
25,000円（税込み26,250円）

のお申込みから掲載終了まで

＊請求書を別途郵便で必要な場合や、請求書の宛先が異なる場合は、info07@eco-tour.jp宛てのメールで、タイトルに「請求書
希望」とお書きの上、【申込みID】【情報名】と請求書の宛先、住所、電話番号を記入してお申込みください。なお、郵便による請求
書発行は、送付までに若干のお時間をいただきます。　

＊領収書の別途発行をご要望の方はご連絡ください。

＊掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くださ
い（掲載後は、掲載開始日の変更はできません）。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、
【申込みID】【情報名】【希望開始日】をご記入ください。

3.お振込　お客様：当センター指定の金融機関にお振込みいただきます。

　　1.送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

　　2.お支払いいただいた金融機関の振込伝票を領収書の代わりとさせていただきます。

税込み

1.お申込み　お客様：情報登録画面やコントロールパネルからお申込みいただきます。

2.請求書の送付　日本エコツーリズムセンター：メンバー所属の団体（個人の場合は個人）宛てに、請求

書と、お支払い手続きの方法を記載したメールを送付します。

4.掲載開始　日本エコツーリズムセンター：入金を確認でき次第、「おすすめエコ！」の設定を行い掲載を

開始。入金確認・掲載開始メールを送付ます。

5.終了　日本エコツーリズムセンター：掲載期間最終日の夜24時に、「おすすめエコ！」の公開を終了し

ます。

お問い合わせはお気軽に。

NPO法人日本エコツーリズムセンター
エコツアー・ドット・ジェイピー メンバー係
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-38-5

TEL:03-5834-7966　FAX:03-5834-7972
MAIL: desk@ecotourism-center.jp

＊この書類に記載した「おすすめエコ！」の料金は予告なく変更する場合が
あります。

掲載期間＊1

＊1　「掲載期間」についての詳細は次の「必ずお読みください」でご確認ください。

■必ずお読みください
＊1　掲載期間について

●掲載期間は、入金確認後に実際に掲載を開始した日の翌日からの期間になります（例：7月30日に掲載開始した場合の
期間3カ月の最終日は、10月30日が最終日です）。
●掲載開始日をご指定いただくことも可能です。ご希望の場合は、振込前にメール（info07@eco-tour.jp）にてご連絡くだ
さい。その際、メールの件名は【おすすめエコ！掲載開始日の指定】とし、【情報名】【希望開始日】をご記入ください。掲載開
始後の掲載開始日の変更はできませんのでご注意ください。
●掲載期間内に、期間限定情報の「最終日」や「お申込み締切日」が到来した場合は、「おすすめエコ！」の掲載を終了しま
す。「おすすめエコ！」のお申込み掲載期間が残っていても返金や他の情報への「おすすめエコ！」の振り替え適用はできませ
んので、あらかじめご了承ください。
●「最終日」や「お申込み締切日」が到来した情報は、従来同様引き続き当サイトで公開されます。

＊2　料金について
●料金は消費税別の価格です。お振り込み時には消費税を加算ください。お振込手数料はご負担願います。
●入金後の「おすすめエコ！」のキャンセルや中止、「おすすめエコ！」を設定した情報の削除や一時非公開等を行った場合
も、返金や掲載期間の延長、他の情報への振り替え適用はできません。
●「おすすめエコ！」の中止や当該情報の削除や非公開は、メンバーによる自己理由のほかに、エコツアー・ドット・ジェイピー
利用規約に反する情報掲載がされた場合や、情報の主催者やメンバーに連絡がとれなくなるなど、情報の信頼性が損なわ
れたとき、エコツアー・ドット・ジェイピーが判断した場合も含まれます。
●サーバーの定期点検等でエコツアー・ドット・ジェイピーのサービスを一時的に中断する場合の掲載期間延長や料金の払
い戻し等はいたしません。ただし、長期的なサーバ停止や、サイトそのものを閉鎖する事態になった場合は、掲載期間の振り
替えや掲載期間に応じた料金の返却等を行います。

■ご注意ください
「おすすめエコ！」はバナー広告ではありません。「おすすめエコ！」で掲載できる画像は、ツアーやイベント、商品などのイメージ写
真（静止画像）で、販売促進や注目度を高めるための広告表現が含まれる画像（商品のパッケージに宣伝文句が含まれている
ものは許容範囲です）や動画はご利用いただけません。エコツアー・ドット・ジェイピーの判断により、掲載をお断りしたり、掲載の
中止を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

情報登録で登録した画像

・地域
・名称（タイトル）
・キャッチフレーズ
・主催者・企画者・
  発行者名等

画像やタイトルを
クリックすると、そ
の情報の詳細ペ
ージにジャンプしま
す。

＊レイアウトやカラー、表示位置は予告なく変わることがあります。あらかじめご了承ください。
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