
2020年11月26日（木）～27日（金） 10:00～17:00

日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部 （気候変動・災害対策Biz主催者事務局）
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7　TEL：03-6256-7355　FAX：03-6256-7844　E-mail：ccbiz@nex.nikkei.co.jp

出展に関する
お問い合わせ

BEMS、HEMS、スマートメーター、AI分析、コンサルティング、熱利用システム、排出権ビジネス、グリー
ンボンド、ZEB・ZEH、EV、FCV、V2Hシステム、リサイクル機器、リサイクルサービス、選別・分離、廃棄物
処理、焼却、熱利用、再生紙、バイオプラスチック、環境対応新素材、リターナブル容器、エコ包装・資材 など

太陽光発電セル・モジュール、太陽光発電システム、太陽光発電施設企画・建設、保守・監視、風力発電、洋上風
力発電、水力発電、小水力発電、地熱発電、太陽熱発電、雪氷熱利用、海洋エネルギー発電、バイオマス、バイオ
エタノール、バイオガス、各種蓄電池、蓄電システム、水素・燃料電池、水素ステーション、VPPシステム など

防災・減災、物流・倉庫、運輸・観光・イベント、小売・サービス、農業・漁業・畜産業・林業、保険・金融　などの
業界に向けた活用ソリューション

災害シミュレーション、交通・群衆行動シミュレーション、リスク評価・コンサルティング、停電・ブラック
アウト対策・UPS、避難計画、復旧計画、帰宅困難者対策、拠点分散、システム冗長化、サプライチェーン管
理、アウトソーシング、防災保険　など

被災情報検知・収集、IoT、ロボット、ドローン、情報集約システム、GIS、情報伝達システム、避難誘導、防災
無線、衛星通信、被災地向けサイト構築・運営、水害対策、雪害対策、雷害対策、風害対策、竜巻対策、高温対
策、低温対策、地震・津波対策、火山対策、コンサルティング、測量、土壌改良、耐震・免振・制振、救援・救助、復
旧工事、災害廃棄物処理、非常食、備蓄品、テント・シェルター、防災灯、災害トイレ、自家発電システム、非常
用浄水装置 など

▶出展対象

環境技術・ビジネス

再生可能エネルギー

気象データ活用

災害予測・リスク管理

災害対策ソリューション

▶出展・協賛料

350,000円（税別）1～8小間 330,000円（税別）9小間以上

※この他にも、カンファレンス協賛プランや、小間出展と協賛を組み合わせたプランなどをご用意する予定です。

■出展料金（1小間＝9㎡）

主催：日本経済新聞社、日経BP　https://messe.nikkei.co.jp/cc/
同時開催：「社会インフラテック2020（第3回）」「エコプロ2020（第22回）」

東京ビッグサイト ［南1・2ホール］

主催：日本経済新聞社、日経BP
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開催概要

来場者数（同時開催展「社会インフラテック 2019」との合計）

日　付 天　気 来場者数

12月4日（水） 晴れ 4,110人

12月5日（木） 晴れ 6,708人

12月6日（金） 曇り 7,650人

合計 18,468人

カンファレンス受講者数（12月4日～6日合計の延べ人数） 3,527人

名　　称：第1回 環境・再エネ・レジリエンス展　気候変動・災害対策Biz 2019
会　　期：2019年12月4日（水）～12月6日（金） 午前10時～午後5時
会　　場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）　南1・2ホール　［東京都江東区有明3-11-1］
主　　催：日本経済新聞社、日経BP
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）
展示規模：50社・団体、110小間（主催者企画含む）

ごあいさつ
　日本経済新聞社と日経BPは、気候変動の抑止と防災・減災をテーマとしたビジネス展示会「気候変動・災害対策Biz 

2019」を、2019年12月4日（水）から6日（金）までの3日間、東京ビッグサイト（東京・江東）で初開催しました。

　本展は、気候変動の進行と、それが原因とされる大規模災害が頻発していることを背景に、官公庁や企業などあらゆる

組織が課題解決に向けたビジネスマッチングや情報交換をできる場として立ち上げました。初めての開催にもかか

わらず、50社・団体にご出展いただき、防災・減災に役立つ情報システムや機器、備蓄品、再生可能エネルギー関連製品

など、様々なソリューションが展示され、盛況のうちに閉会することができました。ご出展者をはじめ、関係各位のご支援の

賜物と厚く御礼申し上げます。

　会場内ステージで開催したカンファレンスでは、有識者や先進企業の方々にご登壇いただき、防災・減災における

課題や、気候変動対策の最前線などについて情報提供していただきました。約3,500人が受講し、講演枠によっては

立ち見が出るほど来場者の関心を集めました。また21回目を迎えた環境総合展「エコプロ2019」や、インフラメンテ

ナンス総合展「社会インフラテック2019」と同時開催し、動員面の相乗効果を得ると同時に、これまで接点を持つことが

少ない層とのマッチングの機会ともなりました。

　本報告書では、開催結果報告と各種アンケートをまとめました。今後のご参考としていただければ幸いです。このたびの

ご出展、ご協力に重ねて御礼申し上げますとともに、引き続き本展へのご支援をよろしくお願い申し上げます。

2020年2月

日本経済新聞社、日経BP

日　付 天　気 来場者数

12月4日（水） 晴れ 4,110人

12月5日（木） 晴れ 53,989人

12月6日（金） 曇り 57,531人

12月7日（土） 雨 40,188人

合計 155,818人

※SDGsWeek3展来場者数
（エコプロ2019、社会インフラテック2019、気候変動・災害対策Biz 2019）
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会場図

出展者一覧（50 音順）

小間番号 出展者名
ア
CC-251 RSK

CC-235 アイ・ディ・ケイ

CC-242 IDECシステムズ&コントロールズ

CC-208 アサヒハケ

CC-219 アップソーラージャパン

CC-212 アムニモ

CC-226 ウェザーニューズ

CC-240 WOTA

CC-215 エコスタイル

CC-209 エバ・ジャパン

CC-236 FKK

カ
CC-239 嘉興龍吟ソーラーパネル

CC-223 風工学研究所

CC-205 カワハラ技研

CC-206 カンボウプラス

CC-220 北九州市

CC-220 北九州環境ビジネス推進会（KICS）

CC-232 国森プラスチック

CC-222 建設技術研究所

CC-218 国際航業

サ
CC-254 在日中国企業協会

CC-238 櫻井運輸

CC-257 サンテックパワージャパン

CC-216 JX通信社

CC-201 JFEアクアサービス機器

CC-256 上海電力日本

CC-214 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）

CC-237 新エネルギー新聞

CC-203 深圳市思倍生电子科技／

宁波甬江神舟光電

CC-241 センチュリー・エナジー

タ
CC-253 中国国際航空

CC-252 中国太平保険サービス日本

CC-255 中国建設銀行東京支店

CC-207 千代田テクニカルアーツ

CC-204 帝人エンジニアリング

CC-217 電巧社

CC-234 東建エンジニアリング

CC-233 トヨクモ

ナ
CC-224 日本気象協会

CC-225 日本防災プラットフォーム（JBP）

ハ
CC-210 ハタヤリミテッド

CC-231 日立パワーソリューションズ

CC-258 HUAWEI

CC-221 フレクト

マ
CC-229 マルヒ

CC-230 三菱ガス化学

CC-211 諸岡

ラ
CC-227 落雷抑制システムズ

CC-202 レジリエンスジャパン推進協議会

南2ホール 出入口

主催者企画
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会場風景
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カンファレンス
会場内2カ所のステージで、有識者や先進企業によるカンファレンスを実施しました。防災・減災や環境・再生エネル
ギーの最新動向などについて最新の知見を紹介。3日間で23セッションを開催し、延べ3,527人が受講しました。

A会場

12
月
4
日
（水）

11:00-11:40
A-1

「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］

12:00-12:40
A-2

「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 執行役員 CTO/CIO、政策研究大学院大学 防災・危機管理コース 講師］
角 哲也 氏［京都大学理事補・防災研究所水資源環境研究センター長・教授、博士（工学）］

13:00-13:40
A-3

「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」
高橋 宜潤 氏［JX通信社 マーケティング・セールス局 ジェネラル・マネージャー（執行役員）］

14:00-14:40
A-4

「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］

15:00-15:40
A-5

「データ活用で変わる社会 ～気象データをビジネスにいかに活かすか～」
村上 文洋 氏
［気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC） 新規気象ビジネス創出WG座長、三菱総合研究所 社会ICT事業本部  ICT・メディア戦略グループ 主席研究員］

16:00-16:40
A-6

「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
5
日
（木）

11:00-11:40
A-1

「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題と展望」
清水 淳太郎 氏［資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 課長］

12:00-12:40
A-2

「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 取締役副社長執行役員］

13:00-13:40
A-3

「持続可能な社会の実現をめざして ～イオン脱炭素ビジョン2050～」
三宅 香 氏［イオン 執行役 環境・社会貢献・PR・IR担当］

14:00-14:40
A-4

「『再生可能エネルギー×マイニング』による新たな可能性」
根本 淳 氏［センチュリー・エナジー 常務取締役 開発事業本部長］
長澤 愛彦 氏［センチュリー・エナジー 開発事業本部 第3事業部長］

16:00-16:40
A-6

「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
6
日
（金）

11:00-11:40
A-1

「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 教授］

12:00-13:40
A-2
A-3

「気候変動・災害対策 最新技術動向」
安達 功［日経BP総研 所長］ 
野中 賢［日経BP総研 上席研究員］ 
金子 憲治［日経BP総研 上席研究員］ 
田中 太郎［日経ESG 編集長］ 

14:00-14:40
A-4

「パリ協定が変えるビジネスの在り方」
末吉 竹二郎 氏［WWFジャパン 会長］



5

防災・減災やビジネスの現場において、多様な気象データを分析・活用してい
る事例をパネル展示などで紹介しました。
［パネル提供：気象庁、気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）］

主催者企画コーナー

B会場

12
月
4
日
（水）

11:00-11:40
B-1

「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］

13:00-13:40
B-3

「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 取締役 新規事業開発主責任者］

14:00-14:40
B-4

「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］

16:00-16:40
B-6

「日本の防災技術を気候変動の中でどう活かすか？」
西口 尚宏 氏［一般社団法人 日本防災プラットフォーム 代表理事］

12
月
5
日
（木）

11:00-11:40
B-1

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

13:00-13:40
B-3

「気候変動に伴い高度化を求められる防災・BCP
～対応戦略の再点検と避難行動・避難所のあり方～」
前田 瑶介 氏［WOTA 最高執行責任者COO］
森 健 氏［WOTA 総合企画室長］

15:00-16:40
B-5
B-6

「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
6
日
（金）

11:00-11:40
B-1

「RE100達成に向けて『屋根貸し』や『SPC投資』で環境貢献を」
寺井 宏隆 氏［第二電力 副会長］

14:00-15:40
B-4
B-5

「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）

カンファレンス協賛

ウェザーニューズ／WOTA／JX通信社／新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／
センチュリー・エナジー／日本気象協会／メタウォーター／森ビル
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広報宣伝

掲載日 媒体名 掲載内容

3月3日 日本経済新聞（朝刊） 出展者募集(社告）

11月6日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

11月10日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（社告）

11月18日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月18日 日経MJ 来場動員（広告）

11月19日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

11月20日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月20日 日経MJ 来場動員（広告）

11月21日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月22日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月25日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（社告）

11月25日 日経産業新聞 来場動員（社告）

11月25日 日経MJ 来場動員（社告）

11月25日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

11月25日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月26日 日経産業新聞 来場動員（広告）

掲載日 媒体名

11月6日 日経ESG
11月25日 日経コンストラクション

11月30日 月刊文具

12月1日 月刊ビジネスサミット

放送日 番組名

12月4日 ゆうがたサテライト（テレビ東京）

12月4日 首都圏ネットワーク（NHK）

12月5日 TOKYO MX NEWS（TOKYO MX）

1月1日 新素適音楽館（YOUテレビ）

●主な雑誌 ●TV●主な専門紙

掲載日 媒体名

11月7日 マチパブ

11月11日 新エネルギー新聞

11月15日 JPubb
11月15日 マチパブ

11月19日 ダイヤモンド・オンライン

11月19日 読売新聞オンライン

11月19日 BIGLOBEニュース

11月19日 eltha
11月19日 SEOTOOLS
11月19日 30min.
11月19日 @DIME
11月19日 BtoBプラットフォーム

11月19日 CREA WEB
11月19日 excite.ニュース

11月19日 Infoseekニュース

11月19日 JBPRESS
11月19日 Mapionニュース

11月19日 NewsCafe
11月19日 OSDN Magazine
11月19日 PRESIDENT ONLINE
11月19日 RBB TODAY
11月19日 Techable
11月19日 Traicy
11月19日 ZDNet Japan
11月19日 おたくま経済新聞

11月19日 とれまがニュース

11月19日 イザ！

11月19日 インターネットコム

11月19日 ニコニコニュース

11月19日 時事ドットコム

11月19日 暮らしニスタ

11月19日 朝日新聞デジタル＆M
11月19日 東洋経済 ONLINE
11月19日 現代ビジネス

11月19日 産経ニュース

11月19日 財経新聞

11月19日 Cubeニュース

11月19日 BREAK TIME NEWS
11月19日 Business Times

11月19日 Catch Our News
11月19日 Culture Post
11月19日 DIGINEWS
11月19日 Django
11月19日 Excelletor
11月19日 GOOD LUCK NEWS
11月19日 IDENTITY
11月19日 Increment Timeline
11月19日 Jungle!
11月19日 News Create
11月19日 Ordinal
11月19日 PR TIMES
11月19日 REGUTAR
11月19日 Skylish News
11月19日 Tommorow with you
11月19日 Trend Times
11月19日 WAKUWAKU POST
11月19日 You Know News
11月19日 いっしょのニュース

11月19日 おたにゅー！

11月19日 インディー

11月19日 コミュニティ・ポスト

11月19日 トラベロ

11月19日 トレミー

11月19日 ニュース・アニマルズ

11月19日 フーーード！！！

11月19日 JPubb
11月19日 マチパブ

11月19日 Every Life
11月19日 All About NEWS
11月19日 Fresh eye
11月20日 @DIME
11月20日 BIGLOBEニュース

11月20日 BREAK TIME NEWS
11月20日 BtoBプラットフォーム

11月20日 Business Times
11月20日 Catch Our News
11月20日 Culture Post
11月20日 DIGINEWS
11月20日 Django

11月20日 Excelletor
11月20日 excite.ニュース

11月20日 GOOD LUCK NEWS
11月20日 Increment Timeline
11月20日 Infoseekニュース

11月20日 JBPRESS
11月20日 Jungle!
11月20日 Mapionニュース

11月20日 News Create
11月20日 NewsCafe
11月20日 OSDN Magazine
11月20日 PR TIMES
11月20日 PRESIDENT ONLINE
11月20日 RBB TODAY
11月20日 REGUTAR
11月20日 SEOTOOLS
11月20日 Skylish News
11月20日 Techable
11月20日 Tommorow with you
11月20日 Trend Times
11月20日 WAKUWAKU POST
11月20日 You Know News
11月20日 ZDNet Japan
11月20日 いっしょのニュース

11月20日 イザ！

11月20日 インディー

11月20日 コミュニティ・ポスト

11月20日 トレミー

11月20日 ニコニコニュース

11月20日 ニュース・アニマルズ

11月20日 フーーード！！！

11月20日 時事ドットコム

11月20日 朝日新聞デジタル＆M
11月20日 東洋経済 ONLINE
11月20日 現代ビジネス

11月20日 産経ニュース

11月20日 財経新聞

11月20日 Cubeニュース

11月20日 すみだ経済新聞

11月20日 アキバ経済新聞

●WEB記事
11月20日 シブヤ経済新聞

11月20日 三軒茶屋経済新聞

11月20日 下北沢経済新聞

11月20日 中野経済新聞

11月20日 二子玉川経済新聞

11月20日 八王子経済新聞

11月20日 六本木経済新聞

11月20日 北多摩経済新聞

11月20日 吉祥寺経済新聞

11月20日 品川経済新聞

11月20日 市ヶ谷経済新聞

11月20日 新宿経済新聞

11月20日 新橋経済新聞

11月20日 日本橋経済新聞

11月20日 東京ベイ経済新聞

11月20日 板橋経済新聞

11月20日 池袋経済新聞

11月20日 浅草経済新聞

11月20日 深川経済新聞

11月20日 目黒経済新聞

11月20日 相模原町田経済新聞

11月20日 神田経済新聞

11月20日 立川経済新聞

11月20日 練馬経済新聞

11月20日 自由が丘経済新聞

11月20日 西多摩経済新聞

11月20日 調布経済新聞

11月20日 赤坂経済新聞

11月20日 足立経済新聞

11月20日 銀座経済新聞

11月20日 高円寺経済新聞

11月20日 高田馬場経済新聞

11月20日 Every Life
11月20日 Fresh eye
11月28日 新エネルギー新聞

12月4日 日本経済新聞

12月4日 日本経済新聞

12月10日 JPubb
12月10日 マチパブ

12月24日 新エネルギー新聞

11月27日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

11月27日 日経MJ 来場動員（広告）

11月29日 日経産業新聞 来場動員（広告）

11月29日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

11月29日 日経MJ 来場動員（広告）

11月30日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

12月2日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

12月2日 日経産業新聞 来場動員（広告）

12月2日 日経MJ 来場動員（広告）

12月3日 日本経済新聞（朝刊） 来場動員（広告）

12月3日 日経産業新聞 来場動員（広告）

12月4日 日経産業新聞 来場動員（広告）

12月4日 日本経済新聞（夕刊） 記事（気候変動・災害対策Biz紹介）

12月4日 日本経済新聞（夕刊） 来場動員（広告）

12月5日 日経産業新聞 記事（気候変動・災害対策Biz紹介）

12月6日 日本経済新聞（朝刊） 記事（気候変動・災害対策Biz紹介）

12月6日 日経産業新聞 記事（気候変動・災害対策Biz紹介）

掲載日 媒体名

11月11日 新エネルギー新聞

11月14日 商経アドバイス

11月18日 教育家庭新聞

11月27日 電気新聞

11月27日 空調タイムス

12月2日 新聞之新聞

12月5日 日刊建設産業新聞

12月5日 日本クリーニング新聞

12月5日 日刊工業新聞

12月12日 繊維ニュース

12月12日 鉄鋼新聞

12月15日 ステイショナー

12月16日 プロパン新聞

12月19日 カーゴニュース

12月23日 新エネルギー新聞

12月23日 日本事務機新聞

12月25日 日本文具新聞

1月1日 新宗教新聞

●日本経済新聞　告知・記事
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▼招待券付き案内チラシ

▼日経ESG

▼バナー広告

▼当日ガイドマップ

▼ TVCM

▼ 12月4日（水）
日本経済新聞 夕刊

▼ 12月3日（火） 日本経済新聞 朝刊

▼ 11月25日（月）
日本経済新聞 朝刊

▼ 11月25日（月）
日経MJ

▼ 11月25日（月）
日本経済新聞 朝刊

▼日本経済新聞［ 5段広告］
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来場者アンケート集計結果

■回答数：302件　■実施日：12月4日（水）、5日（木）、6日（金）
※このアンケートは、本展会場出口にて各日100人程度にお答えいただいたものです。
※回答率は小数点第2位を四捨五入し、第1位までを表記します。そのため回答の合計が100.0%とならない場合があります。

●来場者属性

業種 役職

所属部署 従業員数

決定権・影響力 勤務先

経営者（会長・社長・役員）
12.6%

管理職（部・課長）
34.8%

一般社員
32.5%

専門職・技術職
10.9%

個人経営
3.6%

学生・その他
3.3%

無回答 2.3%

中央省庁 1.0%
地方自治体 5.0%

公共団体 3.6%
ゼネコン 4.3%

コンサルタント 8.6%

電力・ガス・空調など各種設備
5.0%
道路維持・修繕・改良工事 1.3%

上水道・下水道工事 0.3%
不動産・デベロッパー 3.3%
住宅メーカー・建築 2.3%

産業機械・部品製造 13.9%

電子部品製造 2.3%
運輸・流通機器・部品 5.6%

情報通信・IT 9.3%

研究機関・大学
2.6%

金融・証券・保険
5.3%

協会・団体 2.6%
学生 1.0%

無回答 22.5%

役員・社長室・経営企画室
14.2%

無回答
5.6%

環境・SDGs
9.9%

その他
16.6% 人事・経理財務

2.0%

総務・管財・防災
13.6%

広報宣伝・
    マーケティング
5.3%

営業・販売
18.2%

物流 1.7%
施設管理 5.6%

購買・資材 1.7%

情報・システム開発
5.6%

1～9人 13.6%

10～49人
7.0%

50～99人
10.9%

100～299人
7.9%

300～499人 7.9%500～999人 10.3%

1000～1999人
11.9%

2000人以上
27.2%

無回答 3.3%

東京23区内
65.9%

首都圏
（東京区部を除く）

13.2%

その他の
関東地区

7.0%

東北 1.0%
中部 5.0%
近畿 3.0%

中国・四国 0.7%
九州・沖縄 2.0%

海外 0.3%
無回答 2.0%

絶対的な決定権を
持っている
6.6%

決定権の一部を
持っている
21.5%

決定権はないが
影響力は強い
20.9%

決定権はないが
影響力は少しある

28.8%

決定権も
影響力も

ほとんどない
19.2%

無回答 3.0%
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●来場の目的（複数回答可） ●来場の理由（複数回答可）

0 5 10 15 20 25 30（%）

0 5 10 15 20 25 30 35 40（%）

0 5 10 15 20 25 30 35 40（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

●本展の認知経路（複数回答可）

●特に関心を持ってみた分野（複数回答可）

●本展をご覧になって、参考になりましたか。

●滞在時間

大変参考になった
21.5%

参考になった
59.3%

普通だった
14.2%

あまり参考にならなかった
3.6%

参考にならなかった 0.7%

無回答 0.7%

終日 7.3%

半日 36.4%

2時間程度
34.1%

1時間程度
18.2%

30分程度 3.0%

無回答 1.0%

 製品・技術の導入を検討するため 17.9%

 最新情報の収集、業界動向の把握 73.8%

 環境や防災に関連する部署に所属しているので 20.2%

 具体的な商談や、企業ブースの訪問 4.6%

 その他 3.0%

 出展者・展示内容が充実しているから 28.5%

 出展者数が多いから 10.3%

 カンファレンスが充実しているから 16.6%

 他社主催の展示会と比べ参考になるから 8.9%

 日経グループが主催だから 9.6%

 案内をもらったから 37.1%

 上司や知人に勧められたから 9.3%

 その他 5.0%

 日本経済新聞 28.5%
 日経産業新聞 2.0%
 日経ESG 1.7%
 日経コンストラクション 2.6%
 主催者からのダイレクトメール（郵送） 15.2%
 主催者からのEメールニュース 15.6%
 展示会ホームページ 7.9%
 テレビCM 2.3%
 東京ビッグサイトホームページ 7.9%
 業界紙･誌 1.3%
 業界団体からの案内 3.3%
 出展者からの案内 12.6%
 出展者のホームページ 5.3%
 上司・知人からの紹介 9.6%
 Google／Yahoo!など検索エンジン 2.6%
 その他 1.0%

 省エネ・節電 25.2%

 リサイクル・省資源・環境改善 21.2%

 太陽光発電関連 14.6%

 その他の再生可能エネルギー関連 13.9%

 気象データ活用・災害予測 30.8%

 災害対策工事関連 23.8%

 災害情報収集・周知 38.4%

 備蓄品・避難所向け製品 12.9%

 その他 3.3%
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出展者アンケート集計結果

●出展の目的（複数回答可）

●出展の感想

●出展の理由（複数回答可）

●会期中の来場者数

●貴社のターゲット層の来場 ●次回の出展意向

0 10 20 30 40 50 60 70（%）0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

たいへん良かった
20.0%

良かった 46.7%

普通 20.0%

あまり
効果がなかった

11.1%

無回答 2.2%
たいへん満足 2.2%

満足 37.8%

普通 37.8%

やや不満
15.6%

不満 6.7%

出展したい 15.6%

前向きに
検討する
22.2%

検討する 44.4%

出展しない
6.7%

無回答 11.1%たいへん多かった  6.7%

多かった
28.9%

普通 37.8%

あまり
多くなかった

17.8%

多くなかった 6.7%

■回答数：45件　■実施日：12月6日（金）
※回答率は小数点第2位を四捨五入し、第1位までを表記します。そのため回答の合計が100.0%とならない場合があります。

 自社製品・技術のPR 75.6%

 新規顧客の開拓 68.9%

 企業知名度の向上 48.9%

 新製品発表の場 24.4%

 商談の場 17.8%

 見込み客へのアピール 22.2%

 その他 2.2%

無回答 2.2%

 ターゲット層の来場が期待できるから 68.9%

 来場者の数が多く見込めるから 33.3%

 展示会の規模が大きいから 15.6%

 同時開催展（社会インフラテックなど）があるから 13.3%

 日経グループが主催だから 20.0%

 開催時期がよいから 2.2%

 その他 8.9%
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来場登録者の勤務先（抜粋）

■国・地方公共団体
国土交通省
内閣府
内閣官房
経済産業省
農林水産省
環境省
文部科学省
防衛省
文化庁
海上保安庁
海上自衛隊
北海道庁
福島県庁
茨城県庁
栃木県庁
埼玉県庁
東京都庁
神奈川県庁
山梨県庁
愛知県庁
滋賀県庁
和歌山県庁
徳島県庁
香川県庁
大分県庁
沖縄県庁
帯広市役所
仙台市役所
大仙市役所
古河市役所
龍ケ崎市役所
前橋市役所
高崎市役所
さいたま市役所
川口市役所
所沢市役所
八潮市役所
千葉市役所
船橋市役所
君津市役所
浦安市役所
四街道市役所
東京都千代田区役所
東京都江東区役所
東京都品川区役所
東京都大田区役所
東京都世田谷区役所
東京都豊島区役所
東京都北区役所
東京都練馬区役所

東京都足立区役所
東京都葛飾区役所
東京都江戸川区役所
東京都荒川区役所
武蔵野市役所
三鷹市役所
昭島市役所
調布市役所
町田市役所
横浜市役所
川崎市役所
横須賀市役所
開成町役場
富山市役所
金沢市役所
福井市役所
茅野市役所
軽井沢町役場
浜松市役所
名古屋市役所
豊橋市役所
堺市役所
加古川市役所
十津川村役場
北九州市役所
鹿島市役所
南島原市役所
長洲町役場
大分市役所
■公益法人・公社
沿岸技術研究センター
科学技術振興機構
国土技術研究センター
水道技術研究センター
石油エネルギー技術センター
先端建設技術センター
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
都市再生機構
土木研究所
日本下水道協会
日本下水道事業団
日本下水道新技術機構
日本道路交通情報センター
水資源機構
■電力・ガス・エネルギー
出光興産
関西電力
国際石油開発帝石

JXTGホールディングス
静岡ガス
中国電力

東京ガス
東京電力パワーグリッド
東京電力ホールディングス
東北電力
北陸電力
北海道電力
■建設・土木

IHIインフラ建設

IHIインフラシステム
安藤・間
奥村組
小田急エンジニアリング
鹿島建設
川田建設
関工ファシリティーズ
関電工
関東建設マネジメント

JFEエンジニアリング
水ing
西武建設
大成建設
竹中工務店
竹中土木
長大テック
東急建設
東レ建設
西日本高速道路エンジニアリング関西
日輝ホールディングス
日水コン

NIPPO
ネクスコ東日本エンジニアリング
パスコ
長谷工コーポレーション
パナソニック防災システムズ
日立プラントサービス
前田建設工業
ミライト
メトロレールファシリティーズ
八千代エンジニヤリング
横河ブリッジホールディングス
■建設コンサルタント・設計事務所
アース建設コンサルンタント
アジア共同設計コンサルタント
アビームコンサルティング
応用技術
応用地質
オオバ
オリエンタルコンサルタンツ
近代設計
計測サーチコンサルタント
ジェイアール東海コンサルタンツ
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JR東日本コンサルタンツ
ジビル調査設計
大建設計
中央復建コンサルタンツ
中電技術コンサルタント
通信土木コンサルタント
東京建設コンサルタント
東京コンサルタンツ
東電設計
日建設計
パシフィックコンサルタンツ
三井共同建設コンサルタント
■道路・鉄道・運輸
川崎重工業
京阪神道路サービス
高速道路総合技術研究所
首都高速道路
首都高速道路技術センター
西武鉄道
東亜道路工業
東海旅客鉄道
東京地下鉄
トヨタ自動車
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
成田国際空港
東日本旅客鉄道
西日本高速道路エンジニアリング関西
西日本旅客鉄道
日産自動車
ネクスコ・エンジニアリング東北
ネクスコ東日本エンジニアリング
ネクスコ・メンテナンス東北
東日本高速道路
福田道路
前田道路
三井住建道路
■デベロッパー・商社
サッポロ不動産開発
ジェイアール東日本都市開発
住友商事
双日
大東建託
大和ハウス工業
東京建物
日鉄物産
日本国土開発
丸紅
三井物産
三菱商事
森ビル
■電機・事務機
朝日電気工業
岩崎電気

カシオ計算機
キヤノン

JSOL
住友電気工業
日本電気
パナソニック
パナソニックシステムソリューションズジャパン
日立製作所
日立造船
富士ゼロックス
三菱電機
リコー
■情報通信

NTTアドバンステクノロジ

NTTドコモ
京セラ
東芝インフラシステムズ
東芝システムテクノロジー
東芝通信インフラシステムズ
東芝デジタルソリューションズ
西日本電信電話
日本電信電話
東日本電信電話
華為技術日本
■機械・素材

IHI
アクティオ
アズビル
宇部興産建材
王子ホールディングス
クラレ

JX金属

JFEスチール
ジャパン建材
積水化学工業
太平洋セメント
東ソー
東レ
日本製鉄
パトライト
古河電気工業
三井化学
三菱マテリアル
明治機械
■建機・警備
セコム
セントラル警備保障
綜合警備保障
太陽建機レンタル
タダノ
西尾レントオール
■大学・研究所
茨城大学
岩手県立大学

神奈川大学
九州大学
熊本大学
慶應義塾大学
埼玉大学
静岡大学
芝浦工業大学
上智大学
信州大学
政策研究大学院大学
千葉大学
東京工業大学
東京大学
東京都市大学
東京農業大学
東京理科大学
東北大学
東洋大学
徳島文理大学
長崎大学
名古屋大学
法政大学
三重大学
宮崎大学
明治学院大学
明治大学
山形大学
早稲田大学
■金融・小売・その他
アクセンチュア
アマゾンジャパン
イオン

SMBC日興証券
オリエンタルランド
オリックス

JTB
J.フロントリテイリング
セブン&アイ・ホールディングス
損害保険ジャパン日本興亜
大和証券
デロイトトーマツコンサルティング
東京海上日動火災保険
日本放送協会
野村証券
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱総合研究所
三菱UFJ銀行
ゆうちょ銀行
横浜銀行
リクルート
りそな銀行



2020年11月26日（木）～27日（金） 10:00～17:00

日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 事業部 （気候変動・災害対策Biz主催者事務局）
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7　TEL：03-6256-7355　FAX：03-6256-7844　E-mail：ccbiz@nex.nikkei.co.jp

出展に関する
お問い合わせ

BEMS、HEMS、スマートメーター、AI分析、コンサルティング、熱利用システム、排出権ビジネス、グリー
ンボンド、ZEB・ZEH、EV、FCV、V2Hシステム、リサイクル機器、リサイクルサービス、選別・分離、廃棄物
処理、焼却、熱利用、再生紙、バイオプラスチック、環境対応新素材、リターナブル容器、エコ包装・資材 など

太陽光発電セル・モジュール、太陽光発電システム、太陽光発電施設企画・建設、保守・監視、風力発電、洋上風
力発電、水力発電、小水力発電、地熱発電、太陽熱発電、雪氷熱利用、海洋エネルギー発電、バイオマス、バイオ
エタノール、バイオガス、各種蓄電池、蓄電システム、水素・燃料電池、水素ステーション、VPPシステム など

防災・減災、物流・倉庫、運輸・観光・イベント、小売・サービス、農業・漁業・畜産業・林業、保険・金融　などの
業界に向けた活用ソリューション

災害シミュレーション、交通・群衆行動シミュレーション、リスク評価・コンサルティング、停電・ブラック
アウト対策・UPS、避難計画、復旧計画、帰宅困難者対策、拠点分散、システム冗長化、サプライチェーン管
理、アウトソーシング、防災保険　など

被災情報検知・収集、IoT、ロボット、ドローン、情報集約システム、GIS、情報伝達システム、避難誘導、防災
無線、衛星通信、被災地向けサイト構築・運営、水害対策、雪害対策、雷害対策、風害対策、竜巻対策、高温対
策、低温対策、地震・津波対策、火山対策、コンサルティング、測量、土壌改良、耐震・免振・制振、救援・救助、復
旧工事、災害廃棄物処理、非常食、備蓄品、テント・シェルター、防災灯、災害トイレ、自家発電システム、非常
用浄水装置 など

▶出展対象

環境技術・ビジネス

再生可能エネルギー

気象データ活用

災害予測・リスク管理

災害対策ソリューション

▶出展・協賛料

350,000円（税別）1～8小間 330,000円（税別）9小間以上

※この他にも、カンファレンス協賛プランや、小間出展と協賛を組み合わせたプランなどをご用意する予定です。

■出展料金（1小間＝9㎡）

主催：日本経済新聞社、日経BP　https://messe.nikkei.co.jp/cc/
同時開催：「社会インフラテック2020（第3回）」「エコプロ2020（第22回）」

東京ビッグサイト ［南1・2ホール］




