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2021年 12月 

報道関係各位                                                        
 
 
 

 
12月 8日（水）～10日（金） 10：00～17：00  

東京ビッグサイト 東ホール 入場無料（登録制） 
https://eco-pro.com  https://messe.nikkei.co.jp/sweb/ 

 
 
 
 
 
 
一般社団法人サステナブル経営推進機構と日本経済新聞社は、12月 8日（水）～10日（金）の 3日間、東京ビ

ッグサイトにおいて“持続可能な社会の実現に向けて”をテーマに「エコプロ 2021［第 23回］」を開催します。 

1999年に初開催し、地球環境課題の解決に向けて数多くの取り組みを紹介してきたエコプロは、今年で開催 23
回目を迎えます。近年、「地球温暖化」の影響と考えられる異常気象により各地で豪雨災害が発生しており、環境問
題に対する関心が高まっています。 

昨年は新型コロナウイルスの影響により、リアルでの開催は見送りましたが、今年は東京ビックサイトで 2年ぶ
りに開催し、企業、自治体、NPO、大学などの環境や SDGsへのさまざまな取り組みを紹介し、持続可能（サステ
ナブル）な社会の実現を提案します。 

ビジネスマッチングを目的に開催する同時開催展「SDGs Week EXPO for Business 2021」ではインフラ維
持管理・老朽化対策、自然災害対策、脱炭素への取り組みを紹介する「社会インフラテック 2021」「自然災害対策
Biz 2021/ウェザーテック 2021」「カーボンニュートラル Biz 2021」を東 1ホールで行います。また、「SDGs 
WEEK EXPO特別企画展」として、「ヒカリと感染症対策」「非接触・リモート」「睡眠」など、昨今注目の集まる
分野から、多様な製品・サービスを特別展示ブースで紹介します。 

持続可能な社会の実現を目指しエコの最前線が集結、多様なステークホルダーが来場 

今年のエコプロは、「持続可能な社会の実現に向けて」をテーマに掲げ、社会問題の解決を目指す展示会として、
環境や SDGs関連の情報発信の強化に努めていきます。様々な企画展開や、オンラインを活用した展示スタイルに
もご期待ください。 
エコプロは、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、産学官連携などの最新動向を

紹介し、環境への関心の高い一般消費者やビジネスパーソン、行政・自治体、NPO、環境教育を目的とした学生、
報道関係者など、環境を取り巻く多様なステークホルダーが一堂に集う、他に類を見ない展示会です。 

SDGsに関連したテーマの各展を同時開催する「SDGs Week EXPO」 

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」「エコプロ
Online」と、SDGs Week EXPO for Business を構成するリアル及びオンラインで行う各展を、持続可能な社会の
構築をコンセプトに同時開催します。SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みが広がりを見せる中、SDGsに関
連したテーマで推進する各展を連動して開催し、情報発信を行っていきます。 

オンラインでも同時開催、どこからでも参加可能 

11月 25日（木）から 12月 17日（金）まで、NIKKEI NEON（日経オンライン展示場）を使い、第 2回「エコ
プロ Online2021」、「SDGs Week EXPO for Business Online 2021」も開催します。本展は新型コロナウイルス
感染拡大に伴い 2020年よりスタート致しました。いつでもどこからでも参加できるほか、展示を効率よく回るこ
とができ、また Liveセミナーを視聴可能です。 
 
 
 

○本展示会の情報を貴媒体にご掲載くださいますよう宜しくお願い申し上げます。ご掲載の折には掲載紙・誌、URLなどを 
共同 PR内エコプロ 2021担当宛（最終ページ参照）までお送りいただけると幸いです。 

○各種企画の詳細は次ページをご覧ください。11月には「出展各社・団体の注目製品」をまとめたリリースをご案内します。 
 
 
 

2年ぶりのリアル開催！ 
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■海洋プラスチックごみ対策パビリオン ～持続可能なプラスチックの未来に向けて～ 
「海洋プラスチックごみ問題」の解決に向けて、2050年までに容器包装等のプラスチック製品 100％リサイクルを目指す 
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンスの協力により、プラスチック製品の持続可能な使用や代替素材の開発・導
入に向けた先進的な取り組みをご紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 

■森と木で拓く SDGsゾーン ～森と木のある暮らしの提案～ 
共催：ウッドデザイン賞運営事務局、公益社団法人国土緑化推進機構 
SDGsの 17目標のうち、主に 14目標の達成に貢献できる「持続可能な森づくり・木づかい」等を通して、新産業創出・地方創
生や森と木のある暮らしを提案するゾーン。「ウッドデザイン賞」の受賞作を紹介するコーナーも併設します。 
 
 
 
 
 

■プラントベースワールド NEW! 
大豆ミートなどの植物性食品をはじめ、カーボンニュートラルへの取り組み、生分解性素材を
用いた循環型製品の開発などが注目されています。本企画では、プラントベースの「食」と、
それにとどまらない「衣」「住」の視点から『植物のもつ力』にフォーカスし、新時代の新た
なライフスタイルをご提案します。 

 
■地方創生×SDGs 
地域の課題解決に向け、製品・サービス、取り組み、地域資源活用について、SDGsと結び付けてご紹介します。 
 
 

 

■第 5回 ナノセルロース展 2021 

共催：ナノセルロースジャパン 

ナノセルロースの実用化および産業規模の拡大を図るために設立されたナノセルロースジャパンとの共催で、植物由来の再生可
能な新素材として注目されているセルロースナノファイバー（CNF）の企画展を開催。研究開発から事業化、製造技術から用途
開発までの最新情報を紹介します。 

 
 

 

 

 

 
 

 主な企画紹介 
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「SDGs Week EXPO for Business 2021」はインフラ維持管理・老朽化対策、自然災害対策、脱炭素への取り組みを紹介する
「社会インフラテック 2021」「自然災害対策 Biz 2021/ウェザーテック 2021」「カーボンニュートラル Biz 2021」の３つのビ
ジネス展を開催します。また、「SDGs WEEK EXPO特別企画展」として、「ヒカリと感染症対策」「非接触・リモート」「睡眠」
など、昨今注目の集まる分野から、多様な製品・サービスを特別展示ブースで紹介します。 

 
道路、橋梁、河川、構造物、公共施設などのインフラ維持管理、老朽化対策に関する技術やソリューションを紹介。 
共催者のインフラメンテナンス国民会議の協力で行うカンファレンスや各種企画を通じて、インフラメンテナンスの 
普及啓発も図ります。 
出展者：●IHI ●アイセイ ●青木あすなろ建設 ●アナログ・デバイセズ ●インフラメンテナンス国民会議  
●インプレス ●ガイアート ●花王 ●熊谷組 ●ゴトウコンクリート ●コニカミノルタ ●サトーパーツ ●清水建設 
●首都高技術 ●大日コンサルタント ●地域国土強靭化研究所 ●ティー・アイ・トレーディング ●特殊高所技術  
●戸田建設 ●中日本高速道路 ●南海電設 ●ニイミ ●ニコンシステム ●ニチレキ  
●日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会 ●東日本高速道路／ネクスコ東日本エンジニアリング／ネクスコ・エンジニアリング
東北／ネクスコ・メンテナンス東北 ●日立システムズ ●古河電気工業 ●マクニカ ●三井住友建設 ●Made in 新潟 新
技術普及・活用制度 ●矢崎総業 

 
 
 

気象災害、地震、津波など自然災害対策を展示範囲に、予測される災害や被害状況・規模のシミュレーション、具体的な避難・ 
復旧計画のコンサルティング、災害時用機器や備品などの調達、被害状況の検知など、防災・減災に関わる様々な情報を発信 
します。 
出展者：●技研製作所 ●KTX ●国際航業 ●JX通信社 ●世田谷工業振興協会 ●東亜工業 ●日本気象協会 
●ハタヤリミテッド  

 
再生可能エネルギー利用で CO2排出量ゼロを実現した施設、省エネ機器・装置、カーボンクレジットのモニタリング、カー 
ボンニュートラル推進支援サービスなど、脱炭素に貢献する機械やサービスを紹介します。 
出展者：●IHI回転機械エンジニアリング ●woodinfo ●エコエナジー ●新エネルギー新聞 ●Biomaterial in Tokyo  
●ホワイトデータセンター ●丸紅プロテックス 

 

特別企画展 
■ヒカリと感染症対策展【殺菌・除菌やサインなど光を利用した感染症対策】 
●アイズファクトリー ●UPDATER ●飯田照明 ●コモチ ●三協エアテック ●ニイヌマ ●日亜化学工業 ●日機装 

■グッドスリープ ～快適睡眠展～【良質な睡眠を通じた健康促進、パフォーマンス向上】 
●篠原化学 ●TENTIAL ●町田ひろ子アカデミー（オリンピア照明／ダニエル／ピアス／プラネット／みはし／リンテックサイン 
システム／屋内緑化推進協議会／日本インドア・グリーン協会） ●モリリン 

■災害対策トイレ展【災害時にも安心なトイレ環境の構築に向けて】 協力：NPO法人 日本トイレ研究所 
●アルソナ技研 ●カワハラ技研 ●グリーンハート・インターナショナル ●クリロン化成 ●スターライト工業  
●立川建築設計事務所 ●長大／北栄工事 ●ニットク ●日本トイレ研究所 ●みのる化成 

■非接触・リモート Biz【建設・災害現場の遠隔支援と DX】 
●アドイン研究所 ●キビテク ●みるくる／イエロースキャンジャパン 

■食糧問題解決ソリューション展【植物工場／養殖・昆虫食生産設備技術】 
●MNH ●住友理工 ●月夜野ファーム 
 

 各展紹介 
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◆名    称： エコプロ 2021 ［第 23回］ 持続可能な社会の実現に向けて 
◆会    期： 2021年 12月 8日（水）～10日（金） 10:00～17:00 
◆会    場： 東京ビッグサイト 東 2・3ホール 
◆入 場 料： 無料 （登録制） 
◆主    催： （一社）サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社 
◆後    援： 内閣府、経済産業省、環境省、外務省、文部科学省、国土交通省、農林水産省、厚生労働省、消

費者庁、（一社）日本経済団体連合会、（公社）経済同友会、日本商工会議所、東京商工会議所、
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本貿易振興機構（ジェトロ）、東京都、埼玉
県、神奈川県、千葉県、埼玉県教育委員会、神奈川県教育委員会、千葉県教育委員会［順不同］ 

◆協    力： グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、関西 SDGsプラットフォーム、（公社）日本
消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、グリーン購入ネットワーク、（公財）日本
環境協会、全国連合小学校長会、日本私立小学校連合会、全日本中学校長会、全国高等学校長協
会、全国国立大学附属学校連盟、全国小中学校環境教育研究会、私立大学環境保全協議会、（公
社）全国工業高等学校長協会、全国商業高等学校長協会、全国農業高等学校長協会［順不同］ 

◆メディア協力： 日経 ESG経営フォーラム、日経ビジネス、日経 ESG、ecomom、日経 xwoman、日本教育新聞
［順不同］ 

◆来場対象： ◎環境・SDGs・ESG事業に携わるビジネスパーソン 
【業種】】製造業、流通業、建設・不動産、電気・ガス・石油、運輸・物流、情報通信、金融・保険、農林・水産業、サー
ビス業など 
【職種】経営者・役員、経営戦略部門、SDGs関連部門、調達・購買部門、環境管理部門、生産・品質管理部門、研究開
発部門、広報・CSR、社会貢献部門、マーケティング部門など 
○自治体・官公庁（環境部門、SDGs部門、購買部門、地域振興部門など） ○各業界団体、地域産業・商工団体 
○VIP（国会議員、行政トップ、企業の経営者層など）  

◎環境問題・SDGsへ意識・関心の高い生活者 
○一般生活者、アクティブシニア、学生・児童 ○環境NPO・NGO、市民団体、SDGs関連団体  
○学校・教育関係者 ほか 

◆来場者数： 65,000人（見込み）［2019年来場実績：147,653人］ 
◆展示規模： 353社・団体／642小間［2019年出展実績：515社・団体／1,102小間］ 
 
※展示会の入館者数については、東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」を遵守し、入退室管理を徹底したうえで適正に運営します。また、

今後の状況によっては変更になる場合があります。 

◆来場者からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-090-021（9：00～18：00 土日祝を除く） 
※12月17日までのご案内です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 開催概要 
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◆名    称： SDGs Week EXPO for Business 2021 
◆会    期： 2021年 12月 8日(水)～10日(金) 午前 10時～午後 5時 
◆会    場： 東京ビッグサイト 東 1ホール 
◆入 場 料： 無料 （登録制） 
◆主    催： 日本経済新聞社、日経 BP、インフラメンテナンス国民会議(社会インフラテック共催) 
◆来場対象： 中央省庁、地方公共団体、土木・建設、建設コンサルタント、維持・修繕工事、測量・設計、エン

ジニアリング、防災事業、地理・気象情報関連、上水道・下水道、道路、鉄道、自動車・輸送、化
学・素材、電力、ガス、再エネ、機械、電気・電子、総合電機、情報通信、建機・重機、建設・住
宅、金融、投資法人、協会・団体 

◆来場者数： 20,000人（見込み） 
◆展示規模： 80社・団体／200小間 
◆来場者からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-090-021（9：00～18：00 土日祝を除く） 

※12月17日までのご案内です。 
 
※展示会の入館者数については、東京ビッグサイトの「展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」を遵守し、入退室管理を徹底したうえで適正に運営します。また、
今後の状況によっては変更になる場合があります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☞企画の詳細や最新情報のチェックは公式ウェブサイトで  
→ https://eco-pro.com/2021/ (エコプロ 2021) 

https://messe.nikkei.co.jp/sweb/（SDGs Week EXPO for Business 2021） 
 
公式ウェブサイトで、出展製品・サービスの情報や各出展者のプレゼンテーション予定などを検索することができ
ます。来場前にチェックいただければ、「SDGs Week EXPO」をより深く、より分かりやすくご覧いただけます（出
展者により随時、情報が更新されます）。 
 
☞会期中（12月 8日～10日）のプレス取材について 
プレス受付（「東 1ホール商談室（1）」）にてプレスバッジ・報道資料をお渡しいたします。 
 
■本リリース、広報用素材、取材に関するお問い合わせ先                                              

SDGs Week EXPO広報事務局（共同ピーアール株式会社内）担当：菅野、山田、髙橋（速）、横山（史）、宇津木 
TEL：03-6260-4856 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp 

 開催概要 

第 2回「エコプロ Online 2021」、「SDGs Week EXPO for Business Online 2021」を開催いたします。
本オンライン展では、環境や SDGs（持続可能な開発目標）に関する製品、サービスや取り組みなどの最
新情報を提供いたします。 
 
会 期 ： 2021年 11月 25日（木）～12月 17日（金）【23日間】 
主 催 ：エコプロ Online 2021 - 日本経済新聞社、（ー社）サステナブル経営推進機構 
    SDGs Week EXPO for Business Online 2021 – 日本経済新聞社 
出展規模 ： ５０社・団体(見込み) 
来場者数 ： ５０，０００人（見込み） ※出展規模、来場者数は SDGs Week EXPO Onlineの全展合計数 
 

https://eco-pro.com/2021/
https://messe.nikkei.co.jp/sweb/

