
カンファレンス協賛

����年��月�日水▶�日金  東京ビッグサイト［南1・2ホール］ 10:00～17:00
主 催：日本経済新聞社、日経BP　同時開催：社会インフラテック2019、エコプロ2019 https://messe.nikkei.co.jp/cc/

来場者記入欄招待券 ●南ホール2階の入場登録所にご持参ください。
●本券1枚で、1名様までご入場可能。同時開催の社会インフラテック2019、エコプロ2019にもご入場いただけます。

名刺貼付欄□
□

勤務先 Office

自　宅 Home

お名前
Name

部署
Department

役職
Job Title

住所
Address

電話番号
Tel

（〒　　　　　　　　　　　）

会社名
Company Name

eメール
e-mail

■お名刺をお持ちでない方は下の欄にご記入ください。

□ 1.官公庁・地方公共団体

□ 2.公益事業者

□ 3.建設・土木・コンサルタント

□ 4.総務・防災・危機管理部門

□ 5.製造・情報通信

□ 6.研究機関・大学

□ 7.金融・一般・その他

■当てはまる分類1つに□✓をしてください。

ご登録いただいた「お名前」「住所」「eメール」等の個人情報は、日経グループが行う各種事業の開発・サービス向上のための統計や、日本経済新聞社及び日経BP
（以下、主催者）が行う展示会・セミナー及び主催者が発行する媒体に関連する情報を郵便やeメールなどでご案内する際に利用します。案内が不要な方は、下記に
チェックしてください。主催者は、ご登録いただいた個人情報を主催者の個人情報取り扱い規則、「個人情報保護法」及びその他関連法令等を遵守し、適正に取り
扱うように努めます。

□ 案内を受け取らない

■当てはまる職種1つに□✓をしてください。
□ 1.設計

□ 2.研究

□ 3.技術・開発

□ 4.工事・検査　

□ 5.保全・公務

□ 6.営業・マーケティング

□ 7.経営・総務

□ 8.情報システム

□ 9.その他

防災・減災に役立つ製品・ソリューションや
環境・再生エネルギー技術が一堂に集結する3日間 !

防災・減災に役立つ製品・ソリューションや
環境・再生エネルギー技術が一堂に集結する3日間 !

どのような災害が起こり得るか
事前に想定し、対策を講じたい

温室効果ガス削減や環境保全に有効な
製品や技術が知りたい

防災・減災や環境対応に関する
ビジネスパートナーを見つけたい

被災時に事業を止めないよう
工場や拠点のBCPを策定したい

天候・環境変化による
業績リスクを最小限に抑えたい

年々厳しさを増す
環境規制・基準に対応したい

インフラ・公共施設の防災対策や
備品の整備などを進めたい

災害の状況を検知し、
避難や対策などの指示を出したい

再生可能エネや省エネの導入などで
コストを削減したい

本展示会はこのような課題を解決します
ほんの
一例です

会場内に設置した2カ所のステージでは、有識者や先進企業によるカンファレンスを実施。激甚化する気象災害への備えや、気候変動の抑止につ
ながる環境・再生可能エネルギー関連の動向などについて、最新の知見を紹介します。
※受講は事前申込制の先着順。座席に余裕がある場合には、当日受付も行います。

カンファレンス（受講無料、事前申込制）

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト駅」

りんかい線
「国際展示場駅」

南展示棟
South Halls

西展示棟

南1

南2

東展示棟東展示棟

会場案内 東京ビッグサイトへの交通案内
東京都江東区有明3-11-1　http://www.bigsight.jp/access/transportation/

※東京ビッグサイトへは、公共交通機関をご利用ください。

●東京駅八重洲口・東京駅丸の内南口バス停から約40分
●門前仲町バス停から約35分

新橋駅◀約22分▶「東京ビッグサイト駅」下車 徒歩約3分◀約8分▶豊洲駅

大崎駅◀約14分▶「国際展示場駅」下車 徒歩約7分◀約5分▶新木場駅

ゆりかもめ

路線バス

りんかい線

「気候変動と
気象災害の激甚化
それに向けた対策」
鈴木 靖 氏 
［日本気象協会 CTO/CIO、
政策研究大学院大学講師、 
元京都大学防災研究所教授］

■12月4日（水） 12:00～12:40　 A会場

「NEDOの水循環技術、窒素循環、
3R対策技術、フロン対策技術に係る
取組について」
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

■12月5日（木） 15:00～16:40　 B会場

「CDPは企業に何を期待し、
どう評価するのか」（仮題）
加藤 貴大 氏
［CDP Worldwide-Japan プロジェクトマネージャー］ 

■12月5日（木） 11:00～11:40　 B会場

「NEDOのCCUSに係る
取組について」
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

■12月6日（金） 14:00～15:40　 B会場

「停滞か再飛躍か、
令和時代の
再生可能エネルギーの行方、
どこまで伸びる太陽光!?」
金子 憲治 氏
［日経BP総研 上席研究員 「メガソーラービジネス」編集長］

■12月5日（木） 16:00～16:40　 A会場

「パリ協定後のビジネスと
最新動向」
高村 ゆかり 氏
［東京大学 未来ビジョン研究センター 教授］

■12月6日（金） 11:00～11:40　 A会場

南2ホール内：A会場（定員200人）・B会場（定員100人）

後 援：国土強靭化推進本部、経済産業省、国土交通省、環境省、気象庁、気象ビジネス推進コンソーシアム （順不同）

環境・再エネ・レジリエンス展第1回

入場
無料
入場
無料
（登録制）

※本パンフレットの情報は2019年10月上旬時点のもので、内容は変更されることがあります。ウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

来場対象：官公庁・地方公共団体、企業の総務・防災・危機管理・環境部門、建設・土木、エネルギー関連、IT・製造、研究機関・大学 など

「気候変動に伴い
高度化を求められる
防災・BCP」
前田 瑶介 氏
［WOTA 最高執行責任者COO］

森 健 氏 ［WOTA 総合企画室長］ 

■12月5日（木） 13:00～13:40　 B会場

「日本社会が抱える
社会・環境リスクと
経済へのインパクト」
寺島 実郎 氏
［日本総合研究所会長、多摩大学学長］

■12月4日（水） 11:00～11:40　 A会場

「国土強靱化に関する
最近の取組」
宮崎 祥一 氏
［内閣官房 国土強靭化推進室 審議官］ 

■12月4日（水） 16:00～16:40　 A会場

「南海トラフ巨大地震と
いかに向き合うか」
大西 勝也 氏 ［高知県黒潮町 町長］

■12月4日（水） 11:00～11:40　 B会場

「水道事業の持続を支える
これからの
公公民連携のあり方
～民間企業の技術を
生かして大都市が
中小都市を支える～」
中村 靖 氏 ［メタウォーター 代表取締役社長］ 

■12月4日（水） 14:00～14:40　 B会場

「都市開発における
サステナビリティーの追求
～森ビルにおける
事例紹介～」
森 浩生 氏 ［森ビル 副社長執行役員］

■12月5日（木） 12:00～12:40　 A会場

「イオン
脱炭素ビジョン2050」（仮題）
三宅 香 氏
［イオン 執行役 
環境・社会貢献・PR・IR担当］

■12月5日（木） 13:00～13:40　 A会場

「企業活動と気候変動
2030年、2050年に向けて
ウェザーニューズの
出来ること。」
志賀 康史 氏
［ウェザーニューズ 専務取締役 新規事業開発主責任者］ 

■12月4日（水） 13:00～13:40　 B会場

「SNSで「手遅れ」を防ぐ！
実際の災害事例で学ぶ、
ソーシャル防災の必要性」
米重 克洋 氏 ［JX通信社 代表取締役］ 

■12月4日（水） 13:00～13:40　 A会場

「気候変動がもたらす
東京都心部の水没危険性」
河田 惠昭 氏
［関西大学社会安全研究センター長・
特別任命教授、
人と防災未来センター所長］

■12月4日（水） 14:00～14:40　 A会場

プログラムの最新情報・申込はこちらから▶https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1912cc/



0120-261-122
9:00~18:00 土・日・祝日を除く／12月13日まで

展示会に関するお問い合わせ

������ アイ・ディ・ケイ
災害時等の監視カメラ映像を対策本部と現場との情報共有が可
能な製品ラインアップを出展いたします。

������ アサヒハケ
RLマットは大量に降った雨水による雨裂浸食を防止するため
流水を減速させ誘導排水して斜面を守ります。

������ アップソーラージャパン
電気代削減、BCP対策、CO2削減を可能にする自家消費型太陽
光発電を市場最安値レベルの価格で導入できます。

������ エコスタイル
環境経営と電力コスト削減を両立する自家消費型太陽光発電。
初期投資ゼロのPPAモデルもご紹介しています。

������ WOTA
水道いらずの水循環シャワー「WOTA BOX」。激甚化する災害
時の生活用水対策をご提案します。

������ ウェザーニューズ
ウェザーニューズのRA（Risk Analyst）が、あなたの会社の
気候変動リスクを評価し適応策をご案内します。

������ エバ・ジャパン
大気中のNO2の可視化や土壌の含水量評価など、次世代の災害
検知、環境モニタリング技術をご紹介いたします。

������ アムニモ
使いたいときに、使いたい場所で、すぐに使える「簡易無線水位
計測サービス」をご紹介します。

������ FKK
災害発生時の停電環境下でも発光（燐光）する蓄光機能搭載
LEDフレキシブルライトの現物デモを実施いたします。

������ 風工学研究所
風洞実験、数値流体解析、観測データの組合せによる都市の風の
高精度3D-Web可視化システムを出展します。

������ 嘉興龍吟ソーラーパネル
中国でソーラーパネルの重要部品である合わせガラス&BIPV
モジュールを製造。日本初上陸です。

������ カワハラ技研
平成31（2019）年度東京都トライアル発注認定制度の認定商品
『ほぼ紙トイレ』を展示いたします。

������ カンボウプラス
ゲリラ豪雨侵入を防ぐ止水システムなど昨今の社会問題に、
シートでソリューション・防災製品を提案します。

������ 北九州市／北九州環境ビジネス推進会（KICS）
SDGs未来都市北九州市が北九州エコプレミアムに認定した
市内企業6社の環境配慮型製品・サービスを紹介。

������ 国森プラスチック
弊社のフレコンバックは日本市場に輸出しており、高い評価を
得ています。ぜひ弊社ブースへお越しください。

������ 建設技術研究所
浸水の危険性を予測するシステムRisKma＋VRによる仮想空
間内の浸水体験アプリを紹介します。

������ JFEアクアサービス機器 
小型軽量で簡単操作。避難所に必要な安全安心な水をつくる
小さな浄水場「ライラックⅢ」を展示します。

������ JX通信社
SNSから災害・事故・事件などのリスク情報をリアルタイムに
収集し、配信する「FASTALERT」を展示しています。

������ 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 
NEDOの環境関連技術（CCUS、3R、フロン対策、水循環など）
に係るプロジェクトの内容や成果等を出展します。

������ 新エネルギー新聞
再エネ各電源、エネマネ、水素、蓄電地、熱など、新エネルギー産
業の最新情報をお伝えする専門新聞です。

������ 電巧社
太陽光発電による、中小企業様向けの自家消費新規ビジネスモ
デルのご紹介をいたします。

������ 東建エンジニアリング
①IoTプラットフォーム“わかるくん” 
②観測センサー：超音波水位計・Webカメラ・電波式流速計

������ トヨクモ
災害時の「じゃあ、どうするの!?」を解決する、安否確認システム。

������ 日本気象協会
気象テクノロジーで未来を支える。日本気象協会のテクノロ
ジーがもたらすデータビジネスを展示します。

������ 帝人エンジニアリング
軽量性・耐腐食性・安全性に優れた空気呼吸器用FRP複合容器
「ウルトレッサ」を出展します。

������ 千代田テクニカルアーツ
インクジェットを駆使し、NFCタグ内臓とAR機能付加し、スマ
ホで簡単に操作のできる防災グッズの提案。

������ 櫻井運輸
業務用大型冷風扇・換気扇・送風機等の提案を通して、職場の環境
改善をご提供しております。

������ 中国パビリオン
中国のものづくりや再エネ企業が集結。国境を越えた環境課題
の解決、SDGs社会の実現に取り組みます。

������ フレクト
BCPでも役立てるリアルタイム車両管理のご紹介をいたします。
3秒に一度の車両位置情報を体験できます。

������ レジリエンスジャパン推進協議会
今後起こり得る大規模災害に備え、産官学民の叡智を結集して
強靱な社会の構築を図る協議会の活動を紹介。

出展者一覧（50音順）

主催者企画

主催：インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社
橋梁・道路・上下水道・公共施設など社会資本の老朽化
対策や長寿命化に貢献する最新技術や取り組みを紹介。

同時開催

多様な気象データを分析・活用するこ
とにより、高度な防災・減災の取り組み
ができるようになり、ビジネスの可能
性も広がりつつあります。最新情報や
事例をパネル展示などで紹介します。

������ 日本防災プラットフォーム（JBP）
日本の優れた防災技術を海外に展開する民間企業プラット
フォームの産官学連携による活動をご紹介します！

������ ハタヤリミテッド
災害への備えとして役に立つコードリールや照明器具を展示い
たします。是非弊社ブースへご来場ください。

������ 日立パワーソリューションズ
弊社では、地図と気象情報を使ったシミュレーション解析業務
の効率向上をお手伝いします。

������ マルヒ
身近な水を電気に変える「小水力発電機」を出展いたします。

������ 深セン市思倍生电子科技／宁波甬江神舟光电
出展商品はキャンプ、防災用各種ソーラーパネル、缶式LEDライト、
懐中電灯 、多機能ラジオ 多様な蓄電池。

������ 三菱ガス化学
7日間以上の連続発電が可能で非危険物燃料を使用する非常用
電源としてメタノール燃料電池を出展します。

������ 諸岡
ベース車両を利用した防災車両・ユーティリティ車両の提案。

������ 落雷抑制システムズ
温暖化による気象災害が増える中、落雷被害をどう防ぐか? 
PDCE避雷針でその答えを展示します。

同時開催展の昨年の様子です

会場案内図 急務となる気候変動への緩和・適応に向けた製品やソリューションを一挙紹介!

あらゆるステークホルダーを対象に環境保護、社会課題の解決を目的に実
施する展示会「エコプロ」と、ビジネス展「社会インフラテック」「気候変動・
災害対策Biz」を、持続可能な社会の構築をコンセプトに同時開催します。
期間中、大型シンポジウムなども実施します。

日経SDGsアワード　第1回「日経SDGs経営大賞」表彰式
SDGs経営に積極的に取り組み、企業価値向上につなげている優秀企業を
表彰します。12月5日（木）、東京ビッグサイト レセプションホール（参加は
関係者のみ）。

 国際シンポジウム
https://events.nikkei.co.jp/20592/
有識者がSDGs実装に向けた議論を交わし、日本の「SDGsモデル」を発信
します。12月5日（木）、東京ビッグサイト 国際会議場（受講無料、申込多数
の場合は抽選）。
講師： 伊藤 邦雄 氏 ［一橋大学大学院 特任教授、TCFDコンソーシアム会長］
 蟹江 憲史 氏 ［慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授］ ほか

主催：（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社
次世代技術や製品、サービス、CSR活動、環境保護
活動、環境政策、産官学連携などの最新動向を紹介。

12月5日（木）～7日（土）
西1～4ホール

南1ホール 南2ホール

出
入
口

出入口 出入口

※12月5日（木）、
6日（金）のみ

同時開催 

連絡通路

西1～4ホール

ラウンジ

カンファレンス
B会場

（定員100人）

カンファレンス
A会場

（定員200人）

主催者企画JX通信社エコスタイル

新エネルギー・
産業技術総合開発機構

（NEDO）

電巧社

日経BP

アップソーラージャパン
 建設技術研究所

風工学研究所

日本気象協会フレクト
日本防災
プラットフォーム
（JBP）

ウェザー
ニューズ

落雷抑制
システムズ

FKK

新エネルギー新聞櫻井運輸

 JFEアクアサービス機器

 帝人エンジニアリング
 カンボウプラス

カワハラ技研

アサヒハケ

 エバ・ジャパン  千代田テクニカルアーツ

マルヒ トヨクモ
アイ・ディ・ケイ

 国森プラスチック

中国パビリオン中国パビリオン
諸岡

 ハタヤリミテッド

 日立パワーソリューションズ
 東建エンジニアリング

アムニモ

 北九州市／北九州環境ビジネス推進会（KICS）
 嘉興龍吟ソーラーパネル

 WOTA

三菱ガス化学

 レジリエンスジャパン推進協議会

深セン市思倍生电子科技／宁波甬江神舟光电

NEXCO中日本

将来の高速道路
マネジメント

～i-MOVEMENT
プロジェクト～

日立システムズ

飛島建設

日本ユニシス

デンソー ソニービジネスソリューションソーキ

富士フイルム
amuse oneself

清水建設

三井住友建設

イクシス

阪神交易

日立ケーイーシステムズ

アマノ

OKI

NSW

熊谷組／
ガイアート

花王共和ゴム ニチレキ

富士通

JIPテクノサイエンス

西日本高速道路エンジニアリング四国

アジア航測クラボウ

三信
建材工業セフテック

日本パーツセンター

Automagi

オービタルネット

サイバネットシステム
みずほ情報総研矢崎総業

長野計器

特殊高所技術協会

高洋商会

ゴトウコンクリート コニカミノルタ
中部プラントサービス

東京電設サービス 都市拡業

土木管理総合試験所

ハレーサルト工業会

エネルギア・コミュニケーションズ

各務原商工会議所／サクラボテクノロジーズ

東北ドローン

日本インシーク

オリンパス

キヤノンマーケティングジャパン

共栄工業

TTES

東設土木コンサルタント

日本コンピュータシステム

日本工営

ビジー・ビー

朝日航洋

アルゴ

淺沼組特殊高所技術

インキュビット

モルフォ

ヤマダインフラテクノス

エム・
ソフト

JR東日本メカトロニクス

三重塗料 戸田建設

大成ロテック

オリエンタルコンサルタンツHD

サンコー

日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

NTTデータ イントラマート

インプレス

中日本航空

インフラメンテナンス
国民会議ブース

自治体・団体・
アカデミックゾーン

大林組／
大林道路

出展者
プレゼンテーション

セミナー

カンファレンスステージ

日本デコラックス

ELECOMグループ（エレコム／
ロジテックINAソリューションズ／

DXアンテナ／ハギワラソリューションズ／
ディー・クルー・テクノロジーズ）

展示または
ラウンジ
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Japan Bosaiゾーン


