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報道関係 各位                                                             2015 年 12 月 

 
 

 

 期 間 中 取 材 の お 願 い  
 

 

12 月 10 日（木）～12 日（土） 10：00～18：00〔12 日（土）は 17：00 まで〕 

東京ビッグサイト 東１～６ホール 入場無料（登録制） 

http://eco-pro.com 
 

上記ウェブサイトでは、詳細および各社の出展内容をご覧いただけます。 

 
 

一般社団法人産業環境管理協会と日本経済新聞社は、12 月 10 日（木）～12 日（土）の 3 日間、東京ビッグサイト

で、「エコプロダクツ 2015」を開催します。企業、NPO・NGO、行政・自治体、大学・研究機関、そして一般生活者

といった様々な立場の人が集まり、ビジネスからライフスタイルまで幅広くそれぞれのスタイルで環境にやさしい持

続可能な社会の実現を考える、日本最大の参加体験型環境イベントです。3日間で 165,000人の来場を見込んでいます。 

17 回目の開催となる今年は、約 700 社・団体が出展。あらゆる業種にわたる日本を代表する先端企業が、最

新の環境技術・エコプロダクツやサービスを展示します。企業の CSR 活動や NPO・NGO の環境保護の取り組み、

政府や自治体の環境政策なども紹介し、多様な来場者とのコミュニケーションを通じて、持続可能な社会の実現

に向けて考え、行動するきっかけを提供する場となります。 

 

           わたしが選ぶクールな未来            

 

今年の開催テーマは「わたしが選ぶクールな未来」。わたしたち一人ひとりが、地球温暖化が緩和された「ク

ール（涼しい）」な未来を選択するために、「クール（格好良くて素敵）」なエコプロダクツとエコライフに関す

る最新情報を提供します。 

 

パリでは COP、東京ではエコプロダクツ展に温暖化防止の知恵と技術が集結 
 

パリでは、京都議定書に代わる新しい国際的な枠組みを議論する、国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP21）

が行われています。同時期に東京で開催するエコプロダクツ 2015 には、水素やバイオマス、地熱をはじめとし

たクリーンエネルギーや、二酸化炭素の回収・貯留技術、エコカー、省エネ家電、エコ素材など、温暖化防止対

策の知恵と技術が集結します。 

 

つきましては、取材の程何卒よろしくお願いいたします。取材の登録に関しては最終ページをご覧ください。

なお、本展示会の開催趣旨、見どころなどをご説明する記者説明会を、12月10日（木）11：00より開催します（詳

細は別紙参照）。こちらも参加を検討いただけると幸いです。 

 

       【本リリース、広報用素材に関するお問い合わせ先】        

共同 PR 内エコプロダクツ 2015 担当：中里、横山（史）、宇津木 

〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

http://eco-pro.com/
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◎COP21の開催で注目を集める低炭素技術・製品が多数 
 

【TOPICS 1】水素社会の実現に向けた先端技術・製品 

 

究極のクリーンエネルギーである水素を活用した暮らしや社会に向けた動きが

活発化してきました。COP21 が開催されているパリで、安倍首相が水素の製

造・貯蔵・輸送技術で地球温暖化対策に貢献する考えを表明、水素エネルギー

への関心がますます高まっています。パナソニックが出展する純水素燃料電池

は自宅で水素が作れ、発電できる新しい技術です。数年後の実用化を目指して

います。トヨタ自動車の「MIRAI」カットボディ、本田技研工業の新型燃料電

池自動車も登場します。また、企画展示「環境とエネルギーの未来を拓く～水素社会」では、燃料電池フォーク

リフトや水素供給インフラの実物展示と、ワークショップ（水素社会教室）で水素社会に向けた取り組みを分か

りやすく紹介します。（詳細は 5 ページ参照） 

 

【TOPICS 2】温暖化防止の切り札、CO2 の回収・貯留技術や地熱発電も 

 

エネルギー系の民間企業が中心となって設立された日本 CCS 調査は、地球温暖化防止の切り札と期待される二酸

化炭素の回収・貯留（CCS）技術の仕組みと、北海道苫小牧市で行われる日本初の大規模実証試験の概要を紹介

します。また、石油天然ガス・金属鉱物資源機構と日本地熱協会は、資源量が世界第３位と豊富で、季節や天候、

昼夜を問わず安定して発電し、電力を供給できるベースロード電源として注目を集める地熱発電を分かりやすく

紹介します。産総研福島再生可能エネルギー研究所は太陽光、水素、蓄電池などに関する最新の技術やデバイス

を出展します。 

 

【TOPICS 3】話題の環境・エネルギー製品～世界初の乾式オフィス製紙機ほか 

 

エプソンが開発した世界初の乾式オフィス製紙機「PaperLab（ペーパーラボ）」

が今年のエコプロダクツ展で初めて展示されます。「PaperLab」に使用済みの

紙を入れ、再生開始ボタンを押せば約3分で1枚目の新しい紙が出来上がります。

給排水設備が不要なためサイズも小型、オフィスのバックヤードなどにそのま

ま置くことができ、オフィス内で用紙のリサイクルを完結できます。また製紙

プロセスにおいて、用紙を一度、繊維状態にまで分解、機密文書の情報も一瞬

で完全に処理できます。 

 

古河電池と凸版印刷が共同で開発・販売する非常用電池「MgBOX（マグボックス）」は、水や海水を注ぐと発電

する非常用の電池です。大容量かつ長期間保存可能なだけでなく、使い捨て電池として使用後の廃棄が容易とな

るよう、紙製容器を使用しています。電池でありながら一般ゴミとして容易に廃棄可能な点や材料にレアメタル

や環境に有害な物質などが使用されていない点が注目を集めています。（このほかにも注目の環境・エネルギー

製品が多数出展されます。詳細は7～10ページ参照） 

 

エコプロダクツ 2015 の見どころ 
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◎COP21から先端技術まで、環境の最新動向を著名人・専門家が講演 
 

■ビジネスステージ＆イノベーションステージ （東 1 ホール） 

 

【ビジネスステージ主な講師】 

 

池上彰氏（ジャーナリスト、東京工業大学教授 12 日 15:30～）、橘川武郎氏（東京理科大学大学院 イノベーシ

ョン研究科 教授 10 日 10:30～）、服部幸應氏（服部学園理事長 10 日 13:00～）、真山仁氏（作家 10 日 15:30

～）、倉本昌弘氏（日本プロゴルフ協会 会長、プロゴルファー 11 日 13:00～）、末吉竹二郎氏（国連環境計画・

金融イニシアティブ 特別顧問 11 日 15:30～）、涌井史郎氏（東京都市大学 環境学部 教授 12 日 10:30～） 

 

 

ビジネスステージ・特別セッション「Making the Lightest. Metal. Ever.」決定！  

HRL ラボラトリーズ Sophia Yang 氏（10 日 14:20～）／ボーイング社が今年

10 月に動画で公開し話題を呼んだ、タンポポの綿毛に乗るほど軽い、99.99%が空

気の金属構造体について講演。航空機の軽量化など、環境負荷の軽減にどう貢献で

きるのか解説します（逐次通訳付き）。 

 

【イノベーションステージプログラム】 

 

・12 月 10 日（木） 

温暖化問題解決への切り札となるか？ ～ICEF TOP10 イノベーションのご紹介～（持続性推進機構）／地域と共

生する地熱発電～最新動向と今後の課題（地熱情報研究所）／デンマークと再生可能エネルギー～先進事例と日

本との連携の可能性（デンマーク王国大使館）／産総研 福島再生可能エネルギー研究所（FREA）の研究開発と

連携の実績（産業技術総合研究所）／木造建築の常識が変わる～新工法 CLT の魅力と可能性（日本 CLT 協会）／

エシカル時代の国際認証～従来の環境ガイドラインと何が違うのか～（Control Union Japan）／ICT の可能性：

2030 年に向け、気候変動対策を加速する（グローバル・e サステナビリティ・イニシアティブ） 

 

・12 月 11 日（金） 

自然エネルギーを活用した全国の自治体間連携の可能性を探る（環境省ほか）／CDP～気候変動対応の新時代に

チャンスをいかす日本企業のために～（CDP 事務局）／進化するスマートハウスの最新動向～省エネからゼロエ

ネ、そして自給自足へ（積水化学工業）／「地方創生で日本の未来を拓く」～環境未来都市の挑戦～（内閣府ほ

か）／浮体式洋上風力発電による水素の利活用と燃料電池船（戸田建設） 

 

・12 月 12 日（土） 

和食とクールジャパンから考える日本創生・地方創生～協創力が稼ぐ時代（伊藤園）／気候変動メカニズムの解

明を目指す気候変動観測衛星（GCOM-C）（宇宙航空研究開発機構）／生物多様性と日本の経済（国立環境研究

所）／「エコで地方創生」は成り立つか？ ～再生可能エネルギーによる地域づくりを中心に～（法政大学）／

COP21 はゲームチェンジの始まり～CO2 で複雑化する利害と企業戦略（三井物産戦略研究所）／CSR から CSV

へ～転換する日本の教育を支える 企業の教育支援のあり方（キャリアリンク） 
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■エコプロダクツ 2015 記念シンポジウム】（会議棟 7 階 国際会議場） 

 

記念シンポジウムでは、人口減少などの社会動向も見据えて未来の元気なニッポン

を実現するために、都市は、地域はそして日本は今なにをすべきかを切り口に、2030

年の未来予測、そしてその先のあるべき未来像を描くことをテーマに開催します。 

 

【記念シンポジウムプログラム】 

わたしが選ぶクールな未来～2030年未来社会 こうしてつくる元気なニッポン～ 

日時：12月10日（木）13:00～16:45 

【特別講演】 

プラチナ社会へのイノベーション～ビジョン 2050 の実現は視野に入った！ 

三菱総合研究所 理事長／プラチナ構想ネットワーク会長／東京大学第 28 代総長 小宮山 宏氏 

【発 題】 

延長線ではない未来へ挑むために 2030 年へのロードマップを描く 

IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者 兼 ソシオ・マネジメント編集発行人 川北 秀人氏 

【パネルディスカッション】 

わたしが選ぶクールな未来～2030 年未来社会 こうしてつくる元気なニッポン～ 

パネリスト：資源エネルギー庁 資源エネルギー政策統括調整官 吉野 恭司氏／トヨタ自動車 製品企画本部 チ

ーフエンジニア（MIRAI 開発責任者） 田中 義和氏／ジャーナリスト ・ 環境カウンセラー 崎田 裕子氏／西粟

倉・森の学校 代表取締役 牧 大介氏／消費者庁「倫理的消費」調査研究会委員／一般社団法人エシカル協会 代

表理事 末吉 里花氏（コーディネーター：川北 秀人氏） 

 

 

◎トークライブや体験企画でエコライフを体感 

 

■多彩なゲストが登場！ 「イベントステージ」（東3ホール） 

 

持続可能な社会に向けた取り組みや、エコライフスタイルのヒントなど、未来をかえるエコを語ります。 

 

■環境にやさしいエコドライブが体感できる「エコカー乗車体験」（東1ホール側車寄せにて受付） 

 

【主な試乗車】 

排出するのは水だけ・燃料電池自動車「MIRAI」（トヨタ自動車）、SKYACTIV 技術フル搭載車「マツダ CX-3」

（マツダ）、世界初の 4WD・SUV プラグインハイブリッド車「アウトランダーPHEV」（三菱自動車工業）など。 
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◎地球環境の「いま」を学び、「未来」のエネルギーを考える！ 
 

■環境とエネルギーの未来を拓く～水素社会（東２ホール）ＮＥＷ 

 

COP21 が開催されているパリで、安倍首相が、水素の製造・貯蔵・輸送技術で地球温

暖化対策に貢献する考えを表明するなど、低炭素社会の実現に向け、一層の注目を集

める水素エネルギー。本ゾーンでは、燃料電池自動車・フォークリフト、水素供給イ

ンフラの実物展示と、水素エネルギー、燃料電池の仕組みを解説した"水素社会教室"

で、水素社会に向けた取り組みをわかりやすく紹介します。 

 
【主な展示内容】 

燃料電池自動車 MIRAI（トヨタ自動車）／水素ステーション・水素社会ジオラマ（本田技研工業）／燃料電池フォークリスト(豊田

自動織機) ／水素ディスペンサー（JX 日鉱日石エネルギー）／水素エネルギー社会の早期実現に向けたインフラ整備（岩谷産業）

／水素漏れ検知センサ（日本特殊陶業）／水素エネルギー・水素サプライチェーン解説（新エネルギー・産業技術総合開発機構）

／水素社会の実現に向けた東京都の取り組み（東京都環境局）／高温ガス炉から水素供給した水素タウン・ジオラマ（日本原子力

研究開発機構） 

 

■特別展示「触れる地球 感じる未来」（東５ホール） ＮＥＷ 

地球儀の表面に、温暖化や気候変動、生物多様性に関する最新の科学データをわかりや

すく表示する「触れる地球」。自分の手で回しながら世界のライブ映像や自然エネルギ

ー活用など、地球の「いま」を体感できます（主催：一般社団法人「触れる地球の会」）。

今回の特別展示では、それぞれが異なる情報と体験を提供する、5 基の「触れる地球」

を展示します。 

 

【触れる地球】 

地球 1 「現在」の地球／地球 2 地球の「つながり」／地球 3 「人」と「歴史」の地球／地球 4 21 世紀の「課題」地球／ 

地球 5 「モノカタリ」地球 

 
 

◎より良い未来のために、「食」に、「エシカル」に注目！ 
 

■日本の食ゾーン～いま伝える、日本の食と地球にやさしい知恵と技術（東６ホール）ＮＥＷ 

 

ユネスコの無形文化遺産に登録され、注目が集まる「和食：日本の伝統的な食文化」をテーマに、その背景にあ

る伝統的な食スタイルや最新の情報を紹介、食育の観点からも和食の魅力を次世代に伝えます。 

 
【ブース出展者】 

クリナップ／全国調理師養成施設協会／全国農業協同組合連合会／大七酒造／東洋ライス／那賀町／にんべん 

 

【テーマプラザ出展者】 

「いただきますの日」普及推進委員会／NPO 日本食育インストラクター協会／おにぎり協会／国際箸

文化協会／全国削節工業協会／日本昆布協会／日本鰹節協会／日本環境技術推進機構／日本乾燥お

から協会／日本漆器協同組合連合会／日本箸文化協会／日本発酵文化協会／みそ健康づくり委員会

／和食文化国民会議 

 

「テーマプラザ」内デモ＆プレゼンテーション（所要時間：約 20 分） 

出汁（だし）のとり方・おいしい味噌汁の作り方／発酵（はっこう）の秘密を発見しよう／お箸（は

し）の大切さと素晴らしさ／和食のルーツはおにぎりにあり／簡単みそディップの作り方 
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■エコキッチンスタイル～キッチンから生まれる家族の絆とコミュニケーション（東６ホール）ＮＥＷ 

 

環境に配慮しながらライフスタイルを豊かにするキッチン空間を提案します。キ

ッチンの最新トレンドを盛り込み、新しいライフスタイルを提案する企画展示と

して「センターステージキッチンのある暮らし」を展開します。センターステー

ジ内では、IH クッキングヒーターを使った省エネクッキングの一例として、世界

のチョコレートを使ったチョコレートフォンデュの試食が楽しめます。 

企画・監修：町田ひろ子アカデミー 

 

■エシカルランド＆エシカル・ライフゾーン（東３ホール）ＮＥＷ 

 

「エシカルランド」は環境や社会に配慮した消費や暮らし方「エシカル」を楽しく学べるテーマパーク。美容やフ

ァッションなど、人も地球も美しくなるライフスタイルのヒントが溢れています（主催：日本エシカル推進協議会）。

エシカル製品を扱う企業のブースも隣接し「エシカル・ライフゾーン」を構成します。日本の「エシカル」を牽引

する先駆者たちのセミナーやワークショップも実施、「エシカル」なものづくりを通して、世界へ通じる本当の

豊かさについて提案します。 

【ブース出展者】 

IKEUCHI ORGANIC、スマイリーアース、豊島、日本エシカル推進協議会、森永製菓 

 

■国際協力コーナー（東 4 ホール）ＮＥＷ 

 

環境問題は一国の問題ではありません。広範な国際連携の必要性と、その実践について情報発信するコーナー。関

連する機関や企業の展示紹介と、無料で参加できるワークショップを通じ、グローバルな視点でこれからのエコを

考えていきます。 

【参加団体・企業】 

あきた地球環境会議、国際協力機構（JICA）、国際連合工業開発機関（UNIDO）、新菱、VISIONS レジリエンス・フォーラム／クライ

シスマッパーズ・ジャパン／超小型衛星 新規国際系サービス開発チーム 

 
 

◎「地域の魅力」を再発見！ 
 

■日本の棚田 共同展示コーナー（東３ホール） 

美しい風景を織り成すとともに、日本の農業の知恵が集約されている全国各地の棚田。全国でその保全と有効活

用に取り組む関係者が集合し、その魅力と意義についてわかりやすく紹介するコーナーです。 

東北・山形から岡山まで、12 の地域から棚田を守る団体が集まりさまざまな企画を行います。展示ブースでは、

全国各地の自慢の棚田と地域の紹介、棚田に生息する希少な生物の展示、ライトアップなどの四季のイベント紹

介のほか、棚田米をはじめ、棚田米の加工品（せんべい、お酒など）や地域の特産品の試食・試飲・販売が行わ

れます。コーナー内のステージでは、日替わりで各地の個性溢れるアトラクションを実施。またコーナー全体を

テーマとしたクイズラリー（正解者に抽選でプレゼント）も開催します。 

 

【参加地域・団体】 

山形県大蔵村 四ヶ村美しい農村再生支援事業運営委員会／山形県朝日町  椹平棚田保全活動推進委員会／新潟県佐渡市  佐渡

棚田協議会／千葉県鴨川市 大山千枚田保存会／静岡県松崎町 石部地区棚田保全推進委員会／岐阜県恵那市 恵那市坂折棚田保

存会／岐阜県恵那市 恵那暮らしサポートセンター／長野県小谷村  小谷村田んぼオーナー推進会議／石川県輪島市 白米千枚

田愛耕会／石川県珠洲市 奥能登すず・吉ヶ池／和歌山県有田川町 しみず地域観光活性化協議会／岡山県美作市 英田上山棚田

団／棚田ネットワーク／全国棚田（千枚田）連絡協議会 
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◎使わなくなったモノを再利用して未来の資源に！ 
 

■FUKU-FUKU×BTTF  GO!デロリアン走行プロジェクト（東１ホール）ＮＥＷ 

 

今年、誕生 30周年を迎える映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。作中で描かれた

「ごみをエネルギーとして走るデロリアン」が現実のものとなり、エコプロに登場。使

わなくなった服がデロリアンの燃料としてリサイクルされます。 

 

■いらないものガチャ（東２ホール） ＮＥＷ 

 

自分のいらないものを巨大なマシーンに入れると、他の人のいらないものが出てくる

マシーン。各地で話題を呼んだリサイクルエンターテインメントです。（主催：ニフ

ティ デイリーポータルＺ） 

 
 

 
 
 
 

◎エコの今がわかる！あらゆる分野のエコプロダクツ、サービスが一堂に集結 
 

700社・団体にのぼる出展者が、幅広い分野のエコプロダクツやサービス、環境への取り組みを紹介します。 

【出展分野】家電・照明／事務機器・情報通信機器／印刷／文具・事務用品／自動車・輸送用機器・関連機器／

運輸・物流／エネルギー／建設・建材／住宅・住宅設備／容器・包装／エコマテリアル／流通・小売／衣料・日

用品／食品・飲料・外食／シェアリングサービス／安心・安全健康など。 

※以下、出展各社のニュースリリースより抜粋しています。報道の際には掲載内容を各社にご確認ください。 

 

エプソン（小間4-002） 

エプソンは、世界初の乾式オフィス製紙機「PaperLab（ペーパーラボ）」を開発、今年のエコプロダクツ展で初

めて展示します。「PaperLab」に使用済みの紙を入れ、再生開始ボタンを押せば約3分で1枚目の新しい紙ができ

あがります。A4用紙の生産能力としては、1分間に約14枚、1日8時間稼働させれば6,720枚の紙を、オフィスで生

み出せます。これまであった大量の水を使用するタイプに比べ、給排水設備が不要なためサイズも小型、オフィ

スのバックヤードなどにそのまま置くことができ、オフィス内で用紙のリサイクルを完結できます。また製紙プ

ロセスにおいて、用紙を一度、繊維状態にまで分解、機密文書の情報も一瞬で完全に処理できます。この紙繊維

を材料に、結合・成形プロセスをコントロールして、紙厚の異なるオフィス用紙や名刺用紙、色や香り付きの紙、

さまざまな製紙が行えます。 

 

おぎそ（小間 6-019） 

廃ＰＥＴボトルで食器を製造し、経年後回収し再利用する一連のリサイクル循環システム構築を提案します。 

廃ＰＥＴボトルは回収されるものの、その成品化率は非常に低い。また、学校給食市場で 60％強のシェアを占め

る樹脂製食器素材には未だエコマーク食器はなく、回収資源を活用した食器素材開発には厳格な安全基準をクリ

アする必要があります。本事業では、廃ＰＥＴボトルで製造したＰＥＴ食器を開発供給し、経年後想定される廃

ＰＥＴ食器を回収し資源活用するまでのリサイクルシステムを構築します。廃ＰＥＴボトルを活用したＰＥＴフ

レークで製造したＰＥＴ食器の耐久性と安全性を事業連携による開発で確保し、学校給食市場に流通する現樹脂

製食器に劣らない食器として全国に販売します。また、安全なエコマーク付きＰＥＴ食器を供給し、子どもたち

の食育に貢献します。市場ターゲットは、学校、保育園、福祉施設、官公庁などです。 

エコプロダクツ 2015 の注目出展物をピックアップ 
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新新コーポレーション（小間1-054） 

過熱蒸気処理装置「ＳＶＴシリーズ」を出展します。火を使わず700℃以上の過熱蒸気により、あらゆる有機物

を「炭化・減容」「洗浄」「抽出」「乾燥」「焼成」することが出来ます。処理は排気ガスを出さず、炭化物と

無害の水に分解します。「汚泥」「医療廃棄物」の無害化炭化処理、半導体・基盤関連での使用、データ消去秘

密保持のための各種データ媒体の焼却など幅広い用途で使用できます。新開発のコンパクト一体型実現によりオ

フィスでの使用も可能です。化石燃料を一切使用しないためCO2が発生しません。また、引火や爆発等の危険性

がなく、安全で環境に優しいクリーンな処理装置です。衛生関係、病院などでは、発生する有害な病原菌や血液

を含んだ使用済み廃棄物を炭化・減容し、無害化すると共に、溶液や水分を多く含んだ処理物などを、跡形なく

消失することも出来ます。プリント基板から貴金属（レアアース）を回収する効果も期待できます。※本装置は

大阪産業大学の山田教授が特許取得された*特殊セラミックヒーターを採用し、株式会社Ｕテックによって開

発・完成されました。 

 

積水化学工業（小間 2-008） 

電気自動車と連携する「Ｖ2Ｈ（Vehicle To Home）」システムを搭載したサービス付き高齢者向け住宅『進・ハ

ーベストメントＶ to Ｈｅｉｍ（ブイ トゥ ハイム）』。戸建て住宅のノウハウを活かし、定置型リチウムイオ

ン蓄電池「e-Pocket（イーポケット）」と太陽光発電システムを標準搭載した、減災型・サービス付き高齢者向

け住宅『進・ハーベストメント』を発売しました。『進・ハーベストメントＶ to Ｈｅｉｍ』は、これまでのハ

ーベストメントのメリットを更に進化させた高齢者住宅です。災害時や非常時には、電気自動車の大容量蓄電池

と太陽光発電システムで、サービス付き高齢者向け住宅の共用部で電力を使用することができ、また電気自動車

への充電と電気自動車から高齢者住宅への電力の供給が可能です。これにより入居者様の精神的な不安を最小限

に抑え、「高齢者を守りたい」という医療・介護運営事業者様の思いにも応えます。なお、電力会社の系統に電

気自動車と太陽光発電システムを連系し実用的に活用できる高齢者住宅は業界初となります。 

 

太陽油化（小間5-005） 

『世界は油が化けている』をテーマに資源の貴重性語る 

オイルリサイクルの専門家として、主に使用済みエンジンオイルなどをリサイクルし、品質の高いリサイクル燃

料として多くの製造業などに支持を得ています。 

【 あぶら～クイズに挑戦して、巨大ガチャをやろう！ 】 

エコプロダクツ展では「世界は油が化けている」をテーマに、身近にある油を『資源貴重性』と『危険有害性』

の二つの切り口で分かりやすく紹介します。私たちの身の周りには驚くほど油に関わるモノばかり。私たちはと

ても便利な世界で暮らしていますが、その土台にはありとあらゆる様々な所で油が活躍しています。改めて油の

使用用途や基礎知識を学び、油がいかに生活に欠かせないものかを実感していただこうと、あぶら～クイズを用

意しました。クイズに挑戦し、巨大ガチャの中に入っている景品をゲットしてください。 

 

古河電池（小間1-003） 

「MgBOX（マグボックス）」は、古河電池と凸版印刷が共同で開発・販売する非常用電池で、難燃性マグネシ

ウムを負極物質、空気中の酸素を正極物質とし、水や海水を投入することで発電できます。大容量かつ長期間保

存可能なだけでなく、使い捨て電池として使用後の廃棄が容易となるよう、紙製容器を使用しています。災害時

の最も重要な問題の一つに、携帯電話の電池切れによる情報の遮断があります。東日本大震災の被災地（福島県

いわき市）に工場を持つ古河電池は、震災時の経験を活かし、非常時に水を入れるだけで、簡単に多数の携帯機

器へ電力を供給できるマグネシウム空気電池の開発を、凸版印刷と共同で行いました。「MgBOX」の、電池で

ありながら一般ゴミとして容易に廃棄可能な点や、材料にレアメタルや環境に有害な物質などが使用されていな

い点が評価され、第12回エコプロダクツ大賞「エコプロダクツ部門 推進協議会会長賞」を受賞しました。 
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デュプロ（小間4-018） 

使用済みコピー用紙から白い古紙100%再生紙を作る小型製紙装置（新型レコティオ）を参考出展します。レコ

ティオは、紙の洗濯機。水で溶かして泡で文字を消し、古紙100%の白い再生紙がオフィスでつくれます。本装

置は、どこにでもある使用済みのコピー用紙をわずか120分でトナーや異物を取り除き（※ホチキスやフィルム

等を除去できる簡易異物除去機能）、再生紙にするオフィスにも設置可能な小型製紙装置です。水と泡で文字を

消してしまうまさに“紙の洗濯機”のような製品です。 世界初の小型製紙装置の従来モデルPM-1000よりさらに

コンパクトになり導入しやすい価格帯へとモデルチェンジします。デュプロブースでは、新型レコティオで実際

に再生紙が出来上がる様子をご覧いただけます。また、従来モデルPM-1000で導入いただいた企業様の運用例や

再生紙の利用例なども併せて紹介します。 

【主な特長】 

世界初のトナー除去機能を搭載／古紙をセットして約120分で再生紙ができてきます／1時間にA4普通紙を250

枚再生可能／リサイクル時に出るごみはわずか15%／簡易異物除去機能を搭載し、フィルムやホチキスなど分別

もれの異物を除去します／名刺やハガキなどのビジネスアイテムに使用できる厚紙も作成可能 

 

日進産業（小間5-016） 

JAXA の宇宙開発技術を応用して開発された遮熱セラミック「ガイナ」。ロケットの先端部分に使われている断

熱技術、超微細で多層の「セラミック球体」が、塗布するだけで寒さ・暑さ・ニオイ・騒音から住まいを守りま

す。ガイナは、「JAXA COSMODE PROJECT」ブランド商品です。 

※「JAXA COSMODE PROJECT」は、日本の宇宙開発から生まれた最先端のアイデアを寄り多くのヒトの日常に

届けるために発足された「プロダクト開発プロジェクト」です。 

 

パナソニック（小間5-013） 

「A Better Life, A Better World」をコンセプトに、環境配慮商品や環境技術を紹介。「いいくらし」の実現に向

けて住宅と家電を融合させた「ゼロエコ」やエコカー向け車載用リチウムイオン電池、水素社会に向けた取り組

み、資源循環技術等を展示。またセミナーコーナーを設け、商品や技術・外部講師セミナー等多彩なプログラム

で分かりやすく紹介します。 

「環境技術ゾーン」にて、現在開発中の純水素型エネファーム（家庭用・業務用）を参考出品するとともに、水

素流量計や水素炎センサーなど当社のセンサー技術を応用したデバイスで安全・安心な水素社会づくりに貢献す

る姿を伝えます。 

「商品ゾーン」では、パナホームの「ゼロエコ」をテーマに、エネルギーを「創る」「活かす」「かしこく使う」

を紹介。パナホーム（太陽光発電ＨＩＴ、蓄電池、家まるごと断熱、新換気システム、スマートＨＥＭＳなどを

展示）。エコナビ商品群（冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビ、食洗機、電子レンジ等エコナビ商品を生活シー

ンで展示）。車載用リチウムイオン電池、などを展示。 

 

富士通グループ（小間5-014） 

環境×人×ICT ～ICTは、環境社会問題の解決に取り組む人をエンパワーします～ 

自然災害に立ち向かう人びとを力づけるICT、世界のあり方をつくるICT、自然や生き物を守る人を力づけるICT、

CO2を減らしスマートな暮らしを実現させるICT。 

自然災害の広がりを防ぎより多くの人命を救うためには、的確で迅速な判断が必要です。その人々を支える「気

象情報伝送処理技術」、「SNS災害情報分析」、「洪水予測シミュレーション」。生物多様性や自然資本の調査・

管理など生物保護や資源保全に取り組む人々を支援する「野鳥音声認識技術」、「森林資源計測サービス」。大

量データが行き交うネット社会を支える「データセンターの仕組み」など、わたしたちの安心・安全で豊かな暮

らしを支えるために、様々な分野で活躍する人々と一緒に問題解決を目指すICT技術を紹介します。 
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三菱電機グループ（小間5-025） 

三菱電機は、「グローバル環境先進企業」を目指し、豊かな社会構築に貢献する当社グループの先進技術・製品

を「故きを温め、明日を拓く」の視点から、家庭から宇宙まで幅広い分野で分かりやすく紹介します。 

「環境技術ゾーン」では、昭和中期に活躍した家電製品を展示しながら、最新機種の環境面での優れた性能や使

い勝手の飛躍的進化を紹介します。また、食品、飼料や廃棄物などに含まれる放射能濃度を短時間で測定できる

可搬型の放射能分析装置を展示します。 

「省エネ提案ゾーン」では、最新技術を導入した当社事業所での取り組みを例に、工場やオフィスなどでの機器

導入による省エネ効果や改善ノウハウを、来場者のニーズに合わせて紹介します。 

「メーンステージ」では、当社事業所でのCO2排出量削減と生物多様性保全の取り組み事例を紹介するほか、ペ

ットボトル浄水器を手作りする子ども向けのワークショップを開催します。 

※昨年に続き、今年も三菱グループ出展社（AGCグラスプロダクツ、三菱ケミカルホールディングス、三菱自動

車工業および当社）で、「三菱とみつけよう、クールな未来」をテーマに、クイズラリーなどを通じて、個々の

会社に留まらない三菱グループとしての幅広い分野でのエコ活動を紹介します。 

 

エイチ・アイ・エス（小間 R-03） 

内閣府後援「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」公式サポーター「H.I.S.クーポン」を出展。H.I.S.クーポンとは、国

内の観光地・施設・空港など約 3,500 ヶ所が参画している、各施設が『人数限定、時間限定』のクーポンを発行

できるクーポンサイトです。今回観光パンフレットを電子化して集約することにより、事前に旅行者がスマート

フォンなどで閲覧し、隠れた地域観光の魅力や名品の市場背景を知ることが可能となります。また、各自治体に

おいては、閲覧者数の数値化を図ることで、パンフレットの設置の見直し部数調整も可能となり、印刷予算の見

直しに繋がり、地方財政の経費削減と共に自然環境の保護にも貢献できると考えています。 

 
  



11 

エコとチエ（@eco_chie） 

 
 
 

 

■名    称： エコプロダクツ 2015［第 17 回］ 

■会    期： 2015 年 12 月 10 日（木）～12 日（土） 10:00～18:00 ［12 日（土）は 10:00～17:00］ 

■会    場： 東京ビッグサイト（東展示棟） 東 1～6 ホール 

■入 場 料： 無料 （登録制）  ※ホームページ（http://eco-pro.com）で来場事前登録を受付中 

■主    催： （一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社 

■後    援： 内閣府、経済産業省、環境省、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： （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、（公財）日本適合性認定協会、（一社）情報通信技術委員会（順不同） 

■メディア協力： 日経ＢＰ環境経営フォーラム、日経エコロジー、ecomom、教育新聞、日本教育新聞（順不同） 

■来場対象： 

・企業経営者、企業の購買部門、環境管理部門、製品・商品開発部門、経営戦略部門、社会貢献部門など 

・自治体・官公庁の地域振興部門、購買部門、環境部門 など ・各業界団体、地域産業・商工団体 など 

・環境NPO・NGO、市民グループ、環境に関心のある一般消費者（ファミリー、主婦、学生） 

■来場者数： 165,000 人（見込み、前回実績：161,647 人） 

■展示規模： 702 社・団体／1,587 小間（12 月 2 日現在、前回出展実績：747 社・団体／1,650 小間） 

■来場者からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-261-122（土・日を除く 9：00～18：00、18 日まで） 
 

☞企画の詳細や最新情報のチェックはホームページで → http://eco-pro.com 

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できます。 

来場前にチェックいただければ、「エコプロダクツ 2015」をより深く、より分かりやすくご覧いただけます。 
 

☞Facebook や twitter でも最新情報を発信しています 

エコプロダクツ展の Facebook ページ（https://www.facebook.com/ecoproexpo）や、twitter

公式アカウント（＠ecopro_jp）で、最新イベント情報や、関連の環境情報などを発信して

います。また、来場者とのコミュニケーション促進のために、双子の姉妹「エコとチエ」 

の twitter アカウント（@eco_chie）でも、楽しく親しみやすい環境関連情報を発信します。 

 

☞プレスご来場について 

東5ホール商談室（1）に、プレスルームを設けます。当日は、こちらのプレスルームに 

お越しください。プレスバッジ・報道資料をお渡しします。 

 

      【本リリース、広報用素材に関する問い合わせ先】（12 月 8 日まで）       

共同 PR 内エコプロダクツ 2015 担当：中里、横山（史）、宇津木 

TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

      【会期中の問い合わせ先】（12 月 9 日～12 日）       

プレスルーム 東 5 ホール商談室（１）共同ＰＲ内エコプロダクツ 2015 担当 

TEL：03-5530-1603 FAX：03-5530-1604 

開催概要 


