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2017 年 12 月 7 日（木）～9 日（土） 10：00～17：00  

東京ビッグサイト 東 1～5 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 7 日（木）～9 日（土）の 3 日間、東京ビッ

グサイトにおいて「エコプロ 2017～環境とエネルギーの未来展」（第 19回）を開催します。 

環境分野の先進企業や省庁・自治体、NPO、教育機関など約 600 社・団体が出展、３日間で 17 万人の来

場を見込みます。今年も環境・エネルギー問題を中心にさまざまな企画を展開し、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（サステナブル）な社会の実現を提案します。 
 

世界が共有する社会課題の解決に向けて～新たな環境指標「SDGｓ」 

 「SDGs（持続可能な開発目標）」は 2015 年 9 月の国連で採決され、貧困解消やクリーンエネルギーの実

現、気象変動など 2030 年までに達成をめざす 17 の大きな目標です。すべての国連加盟国が合意した世界

が共有する社会課題の解決アプローチとして大きな注目を集めており、日本でもグローバル企業を中心に取

り組みが活発化してきました。SDGs は、環境・社会・ガバナンスの３要素をもとに優れた経営を行う企業

へ投資する「ESG 投資」の評価軸としても活用されつつあります。また、一般の方々が日常生活で取り組め

る内容も多くあり、今後の広がりが期待されます。 

  

東京ビッグサイトに“環境・エネルギーの未来”が集結！ 

【TOPICS①】楽しく学ぶ SDGｓ！ さかなクンほか著名人が多数登場のステージも！ 

新設の「SDGs エリア」には先進企業や国際機関が集結。「食品ロス削減」をテーマにした体験企画をはじめ、

国際認証に関する企画展示なども実施します。12 月 9 日（土）は、さかなクンや爆笑問題さんほか著名人

が多数登壇し、SDGs について楽しく学び、考えるステージを繰り広げます。 

【TOPICS②】植物由来の新素材「ナノセルロース」の最前線を紹介 

植物由来で軽量、かつ強度に優れる夢の新素材「セルロースナノファイバー（CNF）」と「セルロースナノ

クリスタル（CNC）」の専門展「ナノセルロース展」（第2回）を、規模を大幅に拡大して開催‼ 日本のト

ップサイエンティストが最新の研究動向を紹介するなどの専門セミナーも充実しています。 

【TOPICS③】水素活用社会から災害対策まで、注目の企画展示やセミナー 

地球温暖化対策に貢献する水素エネルギーの社会実装に向けた先進事例や、持続可能な社会の構築に向けて

異常気象や災害から社会の機能を守るレジリエンス（強靭化）プロダクツを紹介。体験型デジタルアートで

話題のチームラボの企画展示もエコプロに初登場します。 

【TOPICS④】ZEB/ZEH や都市鉱山など、注目出展者ピックアップ！ 

本展には最新の環境配慮製品や環境技術が一堂に集結します！ ZEB/ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ル/ハウス）や都市鉱山など注目製品・サービスが多数展示されます。 

 

【本リリース、広報用素材、会期中の取材に関する問い合わせ先】 

共同 PR 内 エコプロ 2017 広報事務局：横山（史）、髙橋(速）、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】楽しく学ぶ SDGs！  

さかなクンほか著名人が多数登場のステージも！ 

■SDGsエリア [東 3 ホール] ＊12 月 9日（土）限定 SDGs ステージは東 4 ホールで実施します 

SDGs 先進企業や国際機関の取り組みを紹介するとともに、楽しい企

画で分かりやすく SDGs を考えていきます。 

【出展者】SDGs メディアセンター（朝日新聞社、NHK、日経 BP 社、日本経済新聞社）/Earth 

Literacy Program/環境再生保全機構/グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン/

国連工業開発機構（UNIDO）/国連 WFP/国連環境計画 国連環境技術センター/四国環境パ

ートナーシップオフィス・うどんまるごと循環プロジェクト/住友化学/世界銀行グループ/

青年海外協力隊事務局（JICA）/駐日モンゴル国大使館―Solar Mongolia/凸版印刷/富士ゼ

ロックス/日本エシカル推進協議会（Green Down Project・徳島県・フェアトレードなご

や/名古屋市）/丸井グループ 

 

住友化学/Earth Literacy Program（小間番号： 3-021）は、環境・エネルギーや地球規模の課題に貢

献する製品・技術の紹介を通じて、大人から子どもまで楽しく学べる SDGs の達成に向けた方策を提案しま

す。丸井グループ（小間番号：3-030）は、プライベートブランド商品を通じた「誰ひとり置き去りにしな

い社会」への取り組みを紹介。富士ゼロックス（小間番号：3-035）は、SDG8「働きがいも経済成長も」

の実現に向けたワークスタイルを提案します。 

 

○食品ロス削減！もったいないチャレンジ（小間番号：３-045） 

「食」について考えながら SDGs の 2030 年ゴールを目指す体験型プログラム。食品ロスの現状や削減のた

めのソリューション、有効利用の方法などについて情報発信するとともに、アンケートに回答した方へロス

削減につながる食品の提供を行います。（※食品の配布は各日先着 500 名を予定） 

 

○企画展示「お茶の間に SDGs ～SDGs in Your Living Room～」（小間番号：３-027） 

SDGs を身近なこととして考えるために、これからの「お茶の間」を作ってみました。

環境や社会課題に配慮して生産されたことを証明する「国際認証」を受けた製品を

紹介。これらを使うことで、生活の中で SDGs を意識し、その達成に貢献できます。 

【主催】（一社）日本サステナブル・ラベル協会 

 

○12月 9日（土）限定 SDGs ステージ（小間番号：4-901） 

10:15‐11:30 「お笑いを通じて SDGs を楽しく学ぼう！ よしもと SDGs花月 in エコプロ 2017」  

笑顔あふれる明るい未来を迎えられるように、SDGｓ（持続可能な開発目標）を身近に感じてもらいたい

と、吉本芸人による漫才や落語、コントが多彩に行われます。 
【登壇者（敬称略）】漫才：２丁拳銃、銀シャリ、ミキ／落語：桂三四郎／SDGs コント：次長課長 河本、くまだまさし、椿鬼奴、レギュ

ラー 松本、NON STYLE 井上、もう中学生、ニューヨーク 

 

13:30-14:30 「企業も学校も注目する世界の共有課題 SDGs！ 生物多様性は 17目標 

すべてに関わるぞ！ もっと身近に生物多様性を、さかなクンと一緒に考えよう！」 

さかなクンと一緒に、私たちにもできる暮らしの中での生物多様性への配慮「MY 行動宣言

5 つのアクション」を考えていきます！ 
【登壇者（敬称略）】さかなクン（東京海洋大学名誉博士／客員准教授）、奥村奈津美（フリーアナウンサー）、川廷昌弘

（一般社団法人 CEPA ジャパン代表） 

 

15:50-16:30「環境省主催 COOL CHOICE LEADERS AWARD 表彰式」 

地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」に率先して取り組んでいる人・グループや「COOL 

CHOICE」を広げるためのアイディアを募集した「COOL CHOICE LEADERS AWARD」の表彰式を行い

ます。爆笑問題さんが審査員として参加予定！ 

出典：国連広報センター 

「エコプロ 2017～環境とエネルギーの未来展」の見どころ 



 

【TOPICS②】植物由来の新素材「ナノセルロース」の最前線を紹介 

■ナノセルロース展（第２回） [東 4 ホール 小間番号：4-904] 
軽量で強度に優れ、植物由来の新素材「セルロースナノファイバー（CNF）」と「セルロースナノクリスタ

ル（CNC）」の専門展示会。国内外の主要企業・団体が一堂に会します。隣接のステージゾーンでは、CNF・

CNC の最新情報・動向を紹介するセミナー・シンポジウムを実施します（各講座とも受講には資料代が必

要となります）。また 12 月 7 日（木）、8 日（金）の午前中には出展者によるプレゼンテーションも行われ

ます（聴講無料）。 

【共催】産業技術総合研究所ナノセルロースフォーラム 

【出展者】日本製紙/FiberLean Technologies (英国) /北海道科学技術総合振興

センター/草野作工/ノーステック財団/スギノマシン/American Processs(米

国)/Sappi Biotech (南アフリカ)/ CelluForce(カナダ)/モリマシナリー/大王製

紙/大阪ガス/京都大学生存圏研究所/京都市産業技術研究所/ ボレガード(ノル

ウェー)/日刊工業新聞社/ALBERTA INNOVATES (カナダ)/KRI/王子ホールデ

ィングス/三菱鉛筆/第一工業製薬/服部商店/神栄化工/ Vireo Advisors (米国)/

北越紀州製紙/凸版印刷/星光 PMC/日本スピンドル製造/相川鉄工/マイクロト

ラック・ベル/テクノベル/日本製鋼所/増幸産業/東レリサーチセンター/東ソー

分析センター/JFE テクノリサーチ/栗原紙材 

凸版印刷（小間番号 : NC-22）は、CNF と平板状銀ナノ粒子が複合化した新規材料を開発。特定波長の光

を吸収する平板状銀ナノ粒子の特性に加え、CNF 由来の様々な特性を有し、両者を活かした応用が期待され

ます。神栄化工（小間番号 : NC-19）は、CNF によるゴムの補強技術と加硫発泡技術とを融合させた業界

初の技術により、高機能・超軽量の環境配慮型ゴム系靴底の開発を行っています。”MADE IN JAPAN"の復活

と 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本発の高機能シューズを世界へ発信すること

を目指しています。 

 

○ステージゾーン（東 4ホール 小間番号 4-903）プログラム＆ネットワーキング・レセプション 

＊下記はいずれも、どなたでもご参加いただけます。参加申込締切日は 11 月 29 日（水）ですが、定員に達し次第、受付を終了します。 

  12月 7 日（木） 

13:00‐16:50「日本が牽引するセルロースナノファイバー研究  

～日本のトップサイエンティストが語るセルロースナノファイバーの最新研究動向～」 

京都大学生存圏研究所生物機能材料分野 教授 矢野 浩之 氏 

九州大学大学院農学研究院 教授 近藤 哲男 氏 

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 磯貝 明 氏 

資料代：1,000 円（税込） 

17:10‐19:00 ナノセルロース展「ネットワーキング・レセプション」 

ナノセルロース展セミナー・シンポジウム講演者とナノセルロース展出展者、ご来場者の交流の場として、

ネットワーキング・レセプション（立食パーティ）を開催します。 

会場：ザ・ビッグラウンジ（東京ビッグサイト 北コンコース 1 階レストラン街） 

参加費：4,500 円（税込） 

主催：ナノセルロースフォーラム 

  12月 8 日（金） 

13:00‐16:50「世界のナノセルロースビジネス  

～海外の製造事業者 6社のキーパーソンが語るビジネスの現状～」 

アメリカンプロセス 副社長 キム ネルソン 氏  

サッピバイオテック マネージャー リキシャン シ 氏  

ファイバーリーンテクノロジーズ 副社長 ショーン アイルランド 氏 ほか 

資料代：2,000 円（税込）・日英同時通訳あり 

  12月 9 日（土） 

10:30‐14:10「ナノセルロース研究最前線 ～国プロの研究進捗・成果報告～」 

農林水産省、文部科学省、経済産業省、環境省の各プロジェクトの報告 

資料代：1,000 円（税込） 



 

【TOPICS③】水素活用社会から災害対策まで、注目の企画展示やセミナー 

◎水素エネルギーの活用で人と環境にやさしい社会へ 

■水素活用社会 [東 1 ホール 小間番号：1-902] 

水素活用社会実現の先導役として期待される燃料電池自動車・燃料電池二輪車（写真右

上：スズキ バーグマン フューエルセル）・燃料電池フォークリフト（写真右下：豊

田自動織機）などの車両や、水素ディスペンサーを展示。地球温暖化対策に貢献する水

素エネルギーの社会実装に向けた自治体の先進事例や取り組みも紹介します。 

【出展者】JXTG エネルギー／神戸市／東京都環境局／北海道石狩市／新エネルギー新聞／新日鉄住金／

スズキ／豊田自動織機／本田技研工業 

 

◎異常気象や災害を乗り越える社会を作る！ 

■レジリエンス（強靭化）プロダクツ [東 2 ホール 小間番号：2-901] 

持続可能な社会の構築に向けて、異常気象や災害から人命や財産、社会機能を守る製品や

取り組みを紹介します。本田技研工業は、次世代自動車が蓄電・発電する電力を家庭や屋

外で利用するための外部給電器を紹介、災害時の医療現場などでの電源供給策として期待

されます。小野田産業とライノジャパンは、家の離れのような感覚で様々な用途に使用

できる発泡スチロール製の津波・火山用シェルター『SAM』を展示します。 

【主催】レジリエンスジャパン推進協議会 

【出展者】ウェルシィ/小野田産業・ライノジャパン/興研/コロナ/ニチハ/本田技研工業/グリーンデ

ィーゼル普及促進協議会/レジリエンスジャパン推進協議会 ほか 

 

◎「学ぶ！未来の遊園地」がエコプロに初登場‼  

■チームラボ お絵かきスマートタウン [東3ホール 小間番号3-904] 

体験型デジタルアートで話題のウルトラテクノロジスト集団・チームラボが

「チームラボ お絵かきスマートタウン」を展開します。大人から子どもまで

わくわくできる体験型ブースです。 

【協力】チームラボキッズ 

＊本展ではモニターを使用しての展示となるため、イメージ写真とは作品のサイズが異なります。 

 

◎東京 2020年大会とともに考える持続可能な社会 

■「スポーツと持続可能性」ゾーン～東京 2020大会に向けて [東 4ホール 小間番号 4-902]  

東京2020大会が持続可能性に関しどのような取り組みや活動を推進して

いくのか、情報発信を行う企画展示を実施します。本ゾーン内では、パラ

リンピック正式種目である「ボッチャ」の体験コーナーを設置します。「ボ

ッチャ」は、赤や青の皮製ボールを投げ、白い的球（目的球）にどれだけ

近づけられるかを競う競技で、世界中で普及しています。 

【主催】「スポーツと持続可能性」ゾーン実行委員会 

（ブリヂストン、ダウ・ケミカルグループ、大日本印刷、凸版印刷、日本経済新聞社） 

【協力】公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

 

◎環境ビジネスの活性化に向けて 
■ビジネスマッチング EXPO [東 4 ホール] 

地域企業からグローバル企業まで多様な自社製品の持つ優れた環境技術、製品を紹介し、商談・取引につなげるビジ

ネス交流・活性化ゾーンです。 ビジネス交流広場（小間番号 4-005）では、出展企業によるビジネスプレゼンテー

ションや各省庁の関係ゲストを招いた政策セミナー等、多彩なプログラムを開催します。また、新たな事業の創出・

展開を図ることを目的にビジネスマッチングのアドバイザーを招聘して、事業相談やビジネスパートナー紹介等の活

発な情報交換や出展者間交流を行い、ビジネスに直結する商談を支援します。 

津波・火山用シェルター『SAM』 



 

◎先端技術からエコライフまで～会場内で開催セミナ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、東 4 ホール内）の主なプログラム 

  12月 7 日（木）  

10:30‐11:10「持続可能社会の実現に向けた積水化学グループの環境経営」 

積水化学工業 取締役 常務執行役員 経営管理部担当 経営戦略部長 平居 義幸 氏 

 

13:30-14:40「パネル討論 エネルギー100 年の計～持続可能な地方経済、地方創生に向けて」 

東京工業大学特命教授・名誉教授／先進エネルギー国際研究センター長 柏木 孝夫 氏（写真左） 

野村総合研究所顧問／東京大学公共政策大学院客員教授 増田 寛也 氏（写真右） 

名古屋大学 大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター・特任准教授 杉山 範子 氏（写真中央） 

 

 

 

  12月 8 日（金）  

10:30‐11:10「SDGsのための科学技術イノベーション（STI）～世界銀行グループの視点から」 

世界銀行グループ 2030 アジェンダ担当上級副総裁付シニアアドバイザー  

ジェイファン・ソー 氏 

 

11:30-12:10「ＳＤＧｓとビジネス～今、世界が日本企業に求める役割」 

国連グローバル・コンパクト ボードメンバー／ 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事  

有馬 利男 氏 

 

13:50-14:40「持続可能な社会の実現に向けて～イオンの取り組み」 

イオン 執行役 環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香 氏 
 
 

■イベントステージ（セミナー、東 5 ホール内）の主なプログラム 

  12 月 7 日（木）  

13:50-14:35「自治体における SDGs の導入について～環境未来都市の実績から～」 

富山市 環境部環境政策課 課長代理 東福 光晴 氏 

横浜市 温暖化対策統括本部 環境未来都市推進課 担当課長 内山 幹子 氏 ほか 

14:50-15:30「地域資源を活用した低炭素社会の実現に向けて」 

豊田市 企画政策部 未来都市推進課 担当長 古山 武嗣 氏 

尼崎市 経済環境局 環境部 環境創造課 係長 上平 裕子 氏 ほか 

  12 月 8 日（金）  

11:30-12:10「お茶の間に SDGs～エシカル＆サステナブルな暮らしと国際認証の役割～」 

博報堂 広報室 CSR グループ推進担当部長 川廷 昌弘 氏（写真左） 

一般社団法人エシカル協会 代表理事 末吉 里花 氏（写真右） ほか 

15:30-16:10「『飛騨高山の超インダストリー（観光・家具・エネルギー）』～地域資源で地域を元気に！」 

高山市長 國島 芳明 氏 

洸陽電機 社長 乾 正博 氏 ほか 

  12 月 9 日（土）  

13:30-14:10「モンゴルにおける再生可能エネルギーへの取り組み」 

モンゴル エネルギー省 大臣顧問 トヴードルジ プレジャヴ 氏 

  



 

【TOPICS④】ZEB/ZEHや都市鉱山など、注目出展者ピックアップ！ 

※以下は出展者のニュースリリース等から作成しています。報道の際には掲載内容を各社へご確認ください。 

 

素材 

レンゴー（小間番号 : 3-040） 

「段ボールびっくり箱」をテーマに、巨大段ボールのなかで環境配慮型素材段ボー

ルを紹介します。プロジェクションマッピングによる「段ボールリサイクルの旅」

も上映します。 

 

UPM（小間番号：5-014） 

環境への取り組みや各種製品とあわせ、バイオプロダクトで今注目されているリグニン

製品を紹介します。さらに、同社のバイオ素材を車体に使用したコンセプトカーの実車

を展示します。 

 

和紙の布 （小間番号：F-02） 

国産間伐材（針葉樹）を使用した 100%の和紙で「木糸（もくいと）」を開発。2013 年度

間伐材コンクールで林野庁長官賞を受賞しました。間伐材を利用した和紙織物は国内で生産

可能な天然資源からなる新素材です。今回、全て木糸で製作したウエディングドレスとタキ

シード（写真）を展示します。 

 

ZEB / ZEH（ネット・ゼロ・エネルギービル / ハウス） 
大和ハウスグループ（小間番号 : 2-034） 

住宅やビル、街で使うエネルギーを減らす、つくる、ためる工夫で、環境負荷ゼロを目指すさまざまな取り

組みを本展で展開。ハウジングゾーンでは ZEHやホームアグリキューブ（家の中で野菜を作る）、タウンゾ

ーンでは ZET（ネット・ゼロ・エネルギー・タウン）や ZEB のほか緑や音、香りなど五感を満たす空間提

案商品「VERDENIA（ヴェルデニア）」を紹介します。 

 

リンナイ（小間番号 : 2-037） 

世界最高レベルの省エネ性を実現するハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE」（エコ

ワン、写真）や、ガス高効率給湯器エコジョーズ、床暖房システムなど、家庭で使用するエ

ネルギーの削減に貢献する各種製品の紹介と、快適性や利便性を犠牲にしない環境に配慮し

た暮らしを提案します。  

 

三菱電機グループ（小間番号 : 2-041）  

家庭から宇宙まで、幅広い分野で豊かな社会構築とSDGsに貢献する先進技術や製品をわかりやすく解説し、

“生活者にとって無理のない快適なエコライフ”を提案します。エネルギーを有効活用するスマートハウスソ

リューションに加え、電力消費量が少ないエコ家電と、その製造からリサイクルまでの一連の流れを紹介。

ライフラインに関わる社会インフラ面でのエコ技術も。 

 

パナソニック（小間番号 : 2-042） 

これまでの省エネ技術の進化と 2050 年への取り組みを「エナジーパーク」で学べます。33 年後の 2050

年に対して、33 年前の過去から現在までの省エネへの取り組みや最新の家（ゼロエコ、エアロハス）を解

説。2050 年のクリーンなエネルギーを使う社会に向けた自動車（車載用リチウムイオン電池）や、CO2 ゼ

ロ工場への取り組みなども紹介します。 

 

積水化学工業（小間番号 : 4-023） 

鉄骨系住宅「スマートパワーステーション GR」は、躯体と開口部の断熱性能強化により ZEH対応仕様を標

準化。新開発の「スマート G ルーフ」は太陽光パネル一体型の屋根で、トップのフラット面に加え勾配屋根

にも太陽光パネルを敷き詰められるため（北面を除く）、寄棟タイプの屋根でも大容量の太陽光パネルが搭

載可能になりました。 



 

 

環境省・経済産業省・国土交通省/建築物の ZEB化推進に向けた取組（小間番号：4-024） 

2017 年 4 月以降、延べ面積 2,000 ㎡以上の新築非住宅建築物等は省エネルギー基準の適合が義務化されま

した。省エネルギー基準に適合した建築物より一歩先へ進んだ環境建築の選択肢の一つとして ZEB（ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル）が注目されています。本展では、オフィスビルやスーパーマーケット、老人

ホーム・福祉ホームなど事業ごとに ZEB のもたらす経営効果や地球温暖化の防止への貢献を解説しつつ、

国の補助金を活用した ZEB への取り組み事例を紹介します。 

 

自動車 
ブリヂストン（小間番号：4-028）  

狭幅・大径サイズの新カテゴリータイヤ「ECOPIA with ologic」（写真）は、低燃費と安

全性を高次元で両立。100%再生利用可能な素材を使い環境にやさしく、空気充填する必

要が無くパンクの心配がないタイヤ「エアフリーコンセプト」など、同社の最新の環境

技術と環境への取り組みを紹介します。  

 

マツダ （小間番号：4-040） 

環境に配慮した「アクアテック塗装」技術や「バイオエンジニアリングプラスチック」

を紹介。製造や塗装工程における環境負荷低減に貢献しながら高い意匠性・品質を実

現する、これらの技術を採用した「マツダ CX-5」（写真）を展示します。環境教育ク

イズショーを通じて、マツダの環境取り組みをわかりやすく紹介します。 

 

事務機 
デュプロ （小間番号：5-022） 

レコティオは使用済みコピー用紙を溶解しトナーを取り除いて白い 100%再生紙を作

る、オフィスに設置可能な小型製紙装置です（写真は RECOTiO EV-i250）。再生紙は

コピー用紙として再利用できるほか、厚紙再生すると名刺としても利用可能。本展で

は実機を稼働し、再生紙ができあがる様子を実演します。 

 

エプソン（小間番号：5-033） 

省エネ・省資源に配慮した最新のインクジェットプリンターと、使用済みの紙を新た

な紙として生産する乾式のオフィス製紙機「PaperLab A-8000」（写真）を展示。実

際に製紙した紙のサンプルも見ることができます。 

 

3R（リユース・リデュース・リサイクル） 

企業の体重計／ウエスト・クラウド・システム （小間番号：1-014） 

「ウエスト・クラウド・システム」は、企業からの廃棄物の排出に際して、通信機能が組み込まれた計量器

とタブレット端末を利用しゴミの重量を簡単に計測・データ化、インターネットを通じてクラウド上で廃棄

物を管理します。「ゴミの見える化」を実現し排出事業者へコンプライアンスの強化、データ正確性の向上、

廃棄物管理業務の大幅な効率化と合理化を提供します。 

 

NGP 日本自動車リサイクル事業協同組合 （小間番号：5-023） 

「自動車リサイクル部品」の生産・供給の仕組みやエネルギー抑制・再資源化促進などを、バーチャルリア

リティ体験やクイズなどの楽しい企画を通じて紹介します。 

 

NTT ドコモ（小間番号 : 5-025）  

「都市鉱山からつくる! みんなのメダルプロジェクト」は、使わなくなった携帯電話から東京 2020 大会の

入賞メダルをつくる仕組みを紹介。メーカー問わず不要になった携帯電話などのリサイクル回収も行います。 

 

  



 

 

再生可能エネルギー 

タイガーマシン製作所 （小間番号：4-007） 

使用済み紙オムツを新たなエネルギー源へリサイクル。紙おむつ燃料化装置「スーパ

ー・フェイズ」は、これまで主に可燃ゴミとして焼却されていた使用済み紙おむつを、

優良な燃料資源（再生エネルギー）にする装置です。 

 

豊田市 （小間番号：FC-02） 

豊田市では、環境・エネルギー・交通分野などを中心に、企業や大学とともに「豊田市つ

ながる社会実証推進協議会」を立ち上げ、市民参加による先進技術実証を展開しています。

これまでの成果と現在の取り組みを紹介します。乗車もできる超小型 EV「コムス」を展示

します。 

 

体験コーナー／アトラクションなど 

インテリア産業協会（小間番号：2-009） 

エコ素材を使用するコースターをはじめ、フォトフレームや額装、クリスマスリーフなど、家

族でオリジナルインテリアの製作が楽しめるワークショップを会期中、毎日実施します（ワー

クショップの内容は日にちによって異なります）。 

 

タイコ エレクトロニクス ジャパン（小間番号：4-039） 

ロボットが先生となってものづくりを楽しむ工作教室では、太陽光を当てるとユニークに

動き出す「ソーラーバッタ」（写真はイメージ）を作ります。ものづくりの楽しさを体感し

ながら、電子部品の役割について学ぶことができます。 

 

 

 

  



 

 
 

◆名    称：エコプロ 2017～環境とエネルギーの未来展（第 19 回） 

◆会    期：2017 年 12 月 7 日（木）～9 日（土） 10:00～17:00 

◆会    場：東京ビッグサイト 東 1～5 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、外務省、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、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン ［順不同］ 

◆メディア協力：日経BP環境経営フォーラム、日経ビジネス、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：環境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、VIP（国会議

員、行政トップ、企業の経営者層、海外視察団、在日大使館）、環境問題に関心の高い生活者（ファミリー、主

婦・主夫、学生・児童、環境NPO・NGO、市民団体、学校・教育関係者）ほか 

◆来場者数：170,000 人（見込み）［2016年度来場実績：167,093人］ 

◆展示規模：616 社・団体／1,414 小間［2016 年出展実績：705 社・団体／1,527 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 土日祝を除く） 

※12月15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公式ウェブサイトで → 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 2017」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）。 

☞公式の Facebookや Twitter でも最新情報を発信しています 

エコプロの公式 Facebookページ（＠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「エコとチエと仲間たち」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。 

☞プレス取材及びご来場の事前登録について 

東5ホール商談室（1）のプレスルームにて、プレスバッジ・報道資料をお渡し致します。 

※取材にあたり、事前の取材申請は必要ございません。また、会期中の記者説明会は実施しません。 
 

【本リリース、広報用素材、会期中の取材に関する問い合わせ先】 

共同 PR 内 エコプロ 2017 広報事務局：横山（史）、髙橋(速）、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 6 日（水）14:00 以降～12 月 9 日（土）17:00 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 2017 広報事務局 

TEL：03-5530-1604 

開催概要 


