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12月８日（木）～10日（土） 10：00～18：00〔10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  ※ウェブサイトにて詳細情報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 8日（木）～10日（土）の 3日間、東京ビッ

グサイトにおいて、「エコプロ 2016～環境とエネルギーの未来展」を開催します。 
18回目の開催となる今回から、「地球温暖化対策と環境配慮」「クリーンエネルギーとスマート社会」を 2

大テーマに掲げ、「エコプロダクツ」から「エコプロ～環境とエネルギーの未来展」へと進化します。企業、
自治体、ＮＰＯ、大学など 700社・団体が出展、３日間で約 17万人の来場を見込むアジアを代表する環境・
エネルギーの総合展示会として、持続可能な社会づくりを提案します。 

 

      パリ協定発効。脱炭素社会に向けた取り組みが加速        
 
2020年以降の地球温暖化対策の新たな国際ルール「パリ協定」が11月に発効しました。日本が強みを持つ自動

車や家電、素材産業をはじめ、様々な分野で低炭素社会、脱炭素社会づくりに向けた次世代技術の研究開発
が進んでいきます。米大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利し、パリ協定への影響が懸念されています
が、温暖化ガス削減の世界的な潮流は不変だと見られています。 
 

  12月、東京ビッグサイトに最新の環境・エネルギー技術･製品が集結！       
 
【TOPICS①】ポスト炭素繊維！ “夢”の新素材「セルロースナノファイバー」 
鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持つ、植物由来の“夢”の新素材「セルロースナノファイバー」は、ポスト炭
素繊維として、自動車・家電分野で地球温暖化対策に多大な貢献を期待されています。 

【TOPICS②】水素・地熱などの「クリーンエネルギー」 
水素や地熱、バイオマス、太陽光などクリーンエネルギー関連の技術・製品を紹介します。 

【TOPICS③】地震や異常気象など自然災害に対応する「防災・減災製品」 
次世代防災対応住宅、発泡スチロール製ドームハウス、避難所用ダンボール製間仕切りなどを紹介します。 

※TOPICS①～③の詳細は次ページをご覧ください。 
 
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発表会を、12月8日（木）11：00より開催します（詳細は別紙参
照）。こちらの参加も是非ご検討いただけますと幸いです。 

 
              【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 2016担当：横山（史）、中里、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 

期 間 中 取 材 の お 願 い 

http://eco-pro.com/
mailto:ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp


 

 
 

 

 
 
【TOPICS①】 ポスト炭素繊維！ “夢”の新素材「セルロースナノファイバー」

～国内初の「ナノセルロース展」を開催 
 
鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持つ、植物由来の“夢”の新素材「セルロースナノファイバー（CNF）」は、ポス
ト炭素繊維として、自動車部品・家電製品の軽量化・燃費改善などによる地球温暖化対策に多大な貢献を期
待されています。国内初の「ナノセルロース展」をエコプロ展内で開催します。本展には 35 社・団体が出
展し、研究開発から事業化まで、製造から利用までを紹介します。実用化した製品（三菱鉛筆の CNF をイ
ンクに入れたボールペン、日本製紙の CNFシートを使った紙おむつ）も展示します。12月 9日（金）には、
国際シンポジウムを開催し、国内外の CNFトップランナーが集結します。 
共催：産総研コンソーシアム ナノセルロースフォーラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【TOPICS②】 水素・地熱などの「クリーンエネルギー」 
 

パリ協定の発効でクリーンエネルギーの活用はさらに広がります。水素社会の実
現に向けた先端技術・製品として、パナソニックは純水素型燃料電池の実機を、
トヨタ自動車は日本初の「燃料電池フォークリフト」を展示します。このほか、
燃料電池車や水素ディスペンサーなど水素エネルギーの利用が進むモビリティ分
野を中心に水素社会を紹介する企画展示を実施します。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位で再生可能エネルギーの中でベ
ースロード電源として注目される地熱発電を分かりやすく紹介します。日本ゼオンや新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO）も最新のエネルギー技術を展示します。 
 
【TOPICS③】 地震や異常気象など自然災害に対応する「防災・減災製品」 
 
防災・減災と迅速な復旧・復興に資するレジリエンス（強靭化）立国構築の取り組
みがオールジャパンで始まる中、レジリエンスをテーマに小野田産業、本田技研工
業が免震体験車や次世代防災対応住宅を、積水化学工業は減災の街づくりやフィル
ム型色素増感太陽電池を使ったサイネージを紹介します。また、ジャパンドームハ
ウスは地震や積雪、強風に強く断熱性が高い発泡スチロール製のドームハウスを、
今野梱包は東日本大震災で使用された避難所用のダンボール製間仕切りを出展し
ます。竹中工務店は木を使った短工期・省 CO2 耐震補強技術を紹介します。地球温暖化の緩和と適応を両
立する「環境と防災」をコンセプトにした製品の出展が増えています。 

「エコプロ2016～環境とエネルギーの未来展」の見どころ 



 

 
 
 
 
 
 
◎体と地球にいいこと！ 食からはじめるエコ活動！ 
 
■全調協食育フェスタ 
「第 7回全調協食育フェスタ」では、「Shoku-ikuでエコを育てよう！」をテーマに、
食育の大切さと食の切り口から伝えるエコについて発信します。食と健康について
第一線の講師が分かりやすく講演する「食育・健康セミナー」、飲食関連企業によ
る食育や健康に関して最新情報を発信する「食育情報フェア」、地方自治体が食材
を中心とした地元物産品を紹介する「地産地消物産展」などが実施されます。また、
全国各地のお雑煮の写真とレシピをパネル展示し、一杯 100円で試食提供（数量限定）するほか、来場者の
児童、生徒を対象に、調理師学校食育事業の原点、要である「食育教室」（事前予約制）も行います。 
 
◎災害対策で自然と共存する社会を目指す！ 
 
■レジリエンス（強靭化）プロダクツ 
事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資するレジリエンス（強靭化）立国構築の取り組みがオールジャパンで
始まっています。地震を感知すると住宅が基礎ごと浮上し揺れを建物に伝えない画期的システムの体験車や、
災害時にライフラインが寸断されても、自立して暮らせる「次世代レジリエンスホーム」など、人命や財産、
社会の機能を守り、被害を和らげる製品や取り組みを紹介します。 
主催：レジリエンスジャパン推進協議会 

 

■エコ×防災×ものづくり 
防災意識の向上に役立つ、段ボールを使った立体的なジオラマづくりのワークショッ
プや、東日本大震災時に避難所や仮設校舎で利用された強化ダンボール製の間仕切り
などの実物展示を行います。宮城県女川町に展示され、多くの来訪者を呼び復興に貢
献している段ボール製のスーパーカー「ダンボルギーニ」も登場します。 
協力：防災ジオラマ推進ネットワーク、今野梱包 
 
◎持続可能な未来を考察！ 
 
■持続可能な（サステナブル）社会を考えよう！ 
エコプロ展の基本理念である「持続可能な社会の実現」をテーマにした主催者
展示です。水素社会、イノベーションと未来のコミュニティ、街づくりソリュ
ーションなど、先進的な街づくり・社会づくりでの事例や構想を紹介します。 
 
◎2020年の新しい公共交通機関：パナソニック 
◎"エコ&スマート"街づくりソリューション：三菱電機 
◎水素社会：岩谷産業、JXエネルギー、新日鐵住金、東京都環境局、トヨタ自動車 
◎新しい太陽光発電技術が作る未来の街：新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 
◎「まちづくりビジョン」に基づく、持続可能な社会への取り組み：大和ハウス工業 
 
 

食育、防災から持続可能社会まで～注目の企画展示・セミナー 



 

◎先端技術からエコライフまで～セミナー、トークショーに多彩な講師が登場 
 
■環境・エネルギー会議（会場内ステージ） 
環境・エネルギー分野の課題や展望、持続可能な街づくり・社会づくりを議論します。          
 
  12月 8日（木）  
 
「この国のエネルギー政策と地球温暖化問題」（コマツ 相談役 坂根 正弘氏）/「地方創生はナノセルロース
から～先進地域の取り組みに学ぶ～」（経済産業省ほか）/「"エコプロダクツ"から"エコプロ"へ～環境とエ
ネルギーの未来像」（経済産業省 産業技術環境局長 末松 広行氏ほか）/「コニカミノルタの環境経営－ステ
ークホルダーとの価値共創－」（コニカミノルタ 社長 山名 昌衛氏）/「電力自由化で注目される再エネ電力」
（Looop、パルシステム電力、エネチェンジ）、地熱発電の現状と今後の展望～低炭素社会の実現に向けて」
（地熱情報研究所） 
 
  12月 9日（金）  
 
「日本のエネルギー戦略～最新動向と今後の展望」（東京電力エナジーパートナー 社長 小早川 智明氏ほか）
/「水素社会実現の展望と課題」（トヨタ自動車、岩谷産業、新日鐵住金ほか）/「大和ハウスグループのスマ
ートコミュニティの取り組みと"まちづくりビジョン"」（大和ハウス工業 執行役員 有吉 善則氏）/「積水化
学における環境・エネルギーを基軸とした新規事業創出の取り組み」（積水化学工業 取締役 上ノ山 智史
氏）/「サステナブル社会を実現する IoT」（東京大学 教授 坂村 健氏）、「COP22（モロッコ・マラケシュ）
における第 1回パリ協定締約国会合に参加して」（WWFジャパン） 
 
  12月 10日（土）  
 
「セブンサミッツ（7大陸最高峰）で感じた地球環境と生命」（世界 7 大陸最高峰日本人最年少登頂記録保持
者・南谷 真鈴氏ほか）/「東京オリンピック・パラリンピックを契機にした環境・持続可能性の進化に向け
て」（プロフィギュアスケーター / 元オリンピック日本代表・鈴木 明子氏ほか）/「N IDEA #9 「サステナ
ブル」～持続可能社会実現に向けた、イノベーターたちの提案～」（NPO 法人えがおつなげてほか）、「宇宙
から探る温室効果ガス～観測結果とその温暖化対策への活用の可能性」（JAXA） 
 
 
 
 
 
 
■イベントステージ（会場内ステージ） 
エコ、そして持続可能社会について楽しく考えるトークショーです。 
 
 
 
 
 
 
 

 

上ノ山 智史氏 坂根 正弘氏 末松 広行氏 山名 昌衛氏 小早川 智明氏 有吉 善則氏 坂村 健氏 南谷 真鈴氏 鈴木 明子氏 
 



 

◎体験企画～エコカー乗車体験からエシカル、国際貢献まで 
 
■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」 
【試乗車】 
排出するのは水だけ・燃料電池車「MIRAI」【トヨタ自動車】、「安心と愉しさを」を進化させた新型「インプレッサ Sport 」
【富士重工業（スバル）】、水のみを排出する、究極のクリーン性能を持つ「クラリティ フューエル セル」【本田技研
工業】、クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV（スカイアクティブ）－D」を搭載した「アクセラ スポーツ 22XD 
PROACTIVE」【マツダ】、EVの優れた環境性能や静かさ、ツインモーター4WDの高い走行性能、SUVの便利さを融合
した「アウトランダーPHEV」【三菱自動車工業】。 
 
 
 
 
 
 
■エシカルワールド 
環境と社会に配慮した消費や暮らし方「エシカル」について分かりやすく紹介するととも
に、グローバルな視点で考えていくテーマ展示です。 
【主催】日本エシカル推進協議会 
 
■エコ結び～エコ家族が結ぶ健康美と賢い暮らし 
特殊素材である機能性耐久樹脂を使ったドーム型の家「ドームハウス」や、次世代の照明
として注目を集める「有機 EL 照明」など独創的で環境性に優れたアイテムが集まります。
それらを、町田ひろ子アカデミーの監修により「アウトドアリビング」や「グランピング」
をイメージした展示にコーディネートし、家族が一緒になってエコについて考え、協力し
ながら健康美と賢い暮らしを実現する新しいライフスタイルとして提案します。 
 
■国際協力コーナー 
環境問題への取り組みには、多くの国・地域による広範な連携が不可欠です。国際協力に
取り組む団体や関連ビジネスを手がける企業の展示紹介と、無料で参加できるワークショ
ップで構成します。 
【参加団体・企業】青年海外協力隊事務局（JICA）ほか 
 
■ミニトレイン乗車体験 
ミニトレインに乗車して、楽しみながら環境配慮や持続可能な社会の実現に向けた取り組
みについて考えるコーナー。生物多様性を学び、自然環境の大切さを知ってもらえるよう
なプログラムです。 
【協力】石坂産業 三富今昔村 くぬぎの森環境塾 

 

■グリーンストアーズ 
エコグッズやオーガニック食品、フェアトレード雑貨など身近なエコプロダクツの販売コ
ーナー。各社がこだわりのアイテムを出品するほか、セミナーやワークショップも開催し
ます。 

 

 



 

エコとチエ（@eco_chie） 

 
 
 

 

 
◆名    称： エコプロ 2016～環境とエネルギーの未来展（第 18回） 
◆会    期： 2016年 12月 8日（木）～10日（土） 10:00～18:00 ［最終日（土）は 17:00まで］ 
◆会    場： 東京ビッグサイト 東１～６ホール 
◆入 場 料： 無料 （登録制）※現在、ホームページ（http://eco-pro.com）で事前来場登録を受付中 
◆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） 

◆来場対象： 環境・エネルギービジネスに携わるビジネスパーソン 、自治体・官公庁、各業界団体・地域産業・商
工団体など、学校・教育関係者、環境NPO・NGO・市民団体、VIP・海外視察団・在日大使館、生活
者（ファミリー、学生・児童）ほか 

◆来場者数： 170,000人（見込み、前回実績：169,118人） 
◆展示規模： 705社・団体／1,527小間（11月 30日現在、前回出展実績：702社・団体／1,587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（9：00～18：00 土・日・祝日を除く） 
※12月16日までのご案内です。 

 
☞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すること
ができます。来場前にチェックいただければ、「エコプロ 2016」をより深く、より分かりやすくご覧いただ
けます（情報は、出展者により随時更新されます）。 
 
☞Facebookや twitterでも最新情報を発信しています 
エコプロ展の 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ております。当日は、こちらのプレスルーム
にて、プレスバッジ・報道資料をお渡しいたします。※取材の事前申請はございません。 
 

【本リリース、広報用素材に関する問い合わせ先】 
共同 PR内エコプロ 2016担当：横山（史）、中里、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 7日（水）14:00以降～12月 10日（土）18:00まで） 

プレスルーム 東 5ホール商談室（１）共同ＰＲ内エコプロ 2016担当 
TEL：03-5530-1604 FAX：03-5530-1605 

開催概要 


