2019 年 11 ⽉
報道関係 各位

持続可能な社会の実現に向けて
期 間 中 取 材 の お 願 い
12 ⽉５⽇（⽊）〜7 ⽇（⼟） 10：00〜17：00
東京ビッグサイト ⻄１〜４ホール ⼊場無料（登録制）<https://eco-pro.com>

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５⽇（⽊）〜７⽇（⼟）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 2019［第 21 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 21 回⽬
を迎えます。環境問題への対応や SDGs への取り組みを中⼼に、さまざまな企画を展開していきます。企業、⾃治
体、NPO、⼤学など 515 社・団体が出展、３⽇間で 16 万⼈の来場を⾒込み（同時開催 3 展の合計）、⽇本最⼤級
の環境総合展⽰会として、持続可能（サステナブル）な社会の実現を提案します。

【TOPICS①】SDGs をテーマに集中展⽰、海洋プラスチックごみ問題への対応策が多数登場
本展ではテーマゾーン「SDGs EXPO 2019」をはじめ、産官学⺠それぞれの視点から世界的な課題の解決に
向けた取り組みを紹介します。今回新設の「海洋プラスチックごみ対策コーナー」では、リサイクルしやすい
プラスチック製品や環境負荷の低い素材・製品への代替など、先進企業の取り組みが多数登場。ESG 情報開
⽰、⾷のサステナビリティなどをテーマにした企画コーナーや、ステージも設置します。

☞ 2〜3、5 ページ参照

【TOPICS②】くるま、⾷品、スポーツなど⽣活シーンで採⽤広がる“セルロースナノファイバー”
再⽣可能な植物由来の新素材“セルロースナノファイバー（CNF）”の専⾨展「第４回ナノセルロース展」では、
研究開発から事業化まで、製造技術から⽤途開発までの最新情報を紹介します。⾃動⾞や建築材料、⾳響機器、
⽇⽤品、化粧品、⾷品など、CNF を使った商品の実物もご覧いただけます。

☞ 4、6 ページ参照

【TOPICS③】⾃然災害への備え、SDGs 先進企業の取り組みなど、注⽬展⽰をピックアップ！
気候変動に起因するとみられる甚⼤な⾃然災害が相次いでいることを背景に、防災・減災をテーマとした展⽰
も予定されています。また、リサイクルや先進企業による SDGs 事例、体験コーナー／アトラクションなど、
注⽬の展⽰ブースをピックアップしました。

☞ 5〜8 ページ参照

【TOPICS④】「SDGs Week」を総称に 3 展⽰会を同時開催
社会資本の⽼朽化対策や⻑寿命化に貢献する最新技術や取り組みを紹介する「社会インフラテック 2019」、
気候変動を抑制するための環境・再⽣エネルギー技術や防災・減災ソリューションを集めた「気候変動・災害
対策 Biz 2019」を南 1・２ホールで「エコプロ 2019」と同時開催します（会期は 12/4〜6）。

☞ 9 ページ参照

【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 2019 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：03-3571-5236 FAX：03-3571-5380 e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp
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「エコプロ 2019」の⾒どころ
【TOPICS①】
SDGs をテーマに集中展⽰、海洋プラスチックごみ問題への対応策が多数登場

◎「SDGs EXPO 2019」

（⻄ 3 ホール）

今年の「SDGs EXPO 2019」では、80 を超えるブースで、産官学⺠それぞれの⽴
場から SDGs を事業と結び付けた展⽰が⾏われます。「SDGs 実装元年」とされた
2018 年に対し、2019 年は「SDGs 経営元年」と⾔われています。SDGs を経営の
中核に位置づけ、事業への紐づけなどの取り組みが加速しています。企業・団体、
官公庁・⾃治体、国際機関、教育機関、メディア等、多様なステークホルダーが各
視点からの SDGs を紹介、⾝近なテーマを取り上げた体験企画も実施します。

■海洋プラスチックごみ対策コーナー [⻄ 3 ホール ⼩間番号：3-904]
協⼒： クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）、プラスチック・スマート
国際的に⼤きな関⼼を集めている海洋プラスチックごみ問題は、⼀企業で対応するにはあまりに
⼤きな課題であり、多様なステークホルダーが協⼒して取り組むことが重要です。本コーナーで
は官⺠連携でイノベーションを加速化するために設⽴された CLOMA（クリーン・オーシャン・マ
テリアル・アライアンス）や産官学⺠の幅広い主体が参加するプラスチック・スマートとともに、
リサイクルしやすいプラスチック製品の開発・製造・利⽤の推進や、より環境負荷の低い素材・

製品への代替

などに向けた先進企業の取り組み、またプラスチックの 3R やごみ拾い活動に積極的な企業・団体
を紹介します。
☞

本コーナー内出展者の展⽰情報は【TOPICS③】（5 ページ）をご参照ください

■ESG 情報開⽰エリア [⻄ 4 ホール ⼩間番号：4-907]
欧⽶を中⼼に拡⼤してきた、環境・社会・ガバナンス要素を投資判断に組み込む「ESG 投資」が、⽇本にも広がっています。
「気候変動対応は投融資にとって、リスクであり機会でもある」という認識も広がってきました。ここでは様々な ESG に関連
する情報開⽰について紹介します。
【エリア内出展者】QUICK ESG 研究所、 CDP Worldwide-Japan、 TCFD サミット、
⽇経 BP / ⽇経 BP コンサルティング、 年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈(GPIF)

■SDGs×地⽅創⽣ [⻄ 3 ホール ⼩間番号：3-903]
SDGs 未来都市、環境モデル都市・環境未来都市等の地⽅⾃治体と、企業で構成する官⺠連携プ
ラットフォームが、地域の資源や産官学⺠連携プロジェクトを展⽰。サステナブルなビジネスへ
のつながり作りを⽬指し、⼈⼝減少、超⾼齢化、異常気象等の課題解決について SDGs と結び付
けて紹介します。

■サステナブル・フーデリア [⻄ 3 ホール ⼩間番号：3-902]
「持続可能な⾷」をテーマに、⾷をめぐる命や資源の循環、⽣物との共⽣、
エネルギーや資源の削減などについて、分野・セクターを超えた情報発信
を通じて来場者と⼀緒に考えていきます。アンケート回答者にはサステナ
ブルな賞品をお渡しします。
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◎特設ステージ

（⻄４ホール）

産官学から各分野の専⾨家や著名⼈を講師に招き、厳しさを増す環境問題や SDGs を軸とした社会課題の解決、また、持続可能
な街づくりや社会づくりなどをテーマに、多彩な情報発信を⾏います。またファミリーで楽しめるライブセッションも実施しま
す。

特設ステージの主なプログラム

12 ⽉ 5 ⽇（⽊）
10:00-11:00

「第 20 回グリーン購⼊⼤賞」表彰式

◆グリーン購⼊ネットワーク（GPN） 会⻑

11:20-11:50

平尾 雅彦 ⽒

第 6 回 ICEF 年次総会の概要報告と今年のトップ 10 のイノベーションについて

◆持続性推進機構 理事⻑／製品評価技術基盤機構（NITE)名誉顧問／東京⼤学 名誉教授

14:50-15:30
◆タレント

安井 ⾄ ⽒

地球をまもる⼈になる〜地球環境基⾦ 若⼿プロジェクトリーダー成果発表会〜

ユージ さん

ユージ さん

◆環境再⽣保全機構 地球環境基⾦部 地球環境基⾦課

⼤島 圭⼦ ⽒

12 ⽉ 6 ⽇（⾦）
10:20-11:20
◆東京都知事

リユースが拓く持続可能なビジネス 〜LOOP の挑戦〜
⼩池 百合⼦ ⽒

◆TerraCycle,Inc. CEO

11:40-12:20

トム・ザッキー ⽒

気候変動のリスクと機会

ほか

〜脱炭素社会のビジネスモデル〜

◆CDP Worldwide-Japan ジャパンディレクター
◆QUICK 常務執⾏役員 ESG 研究所 主幹

12:40-13:40

⼩池百合⼦⽒

森澤 充世 ⽒

広瀬 悦哉 ⽒

国連が SDGs で⼤切にしているのは地域への浸透。
地域ならではの⽣物多様性をさかなクンとギョ⼀緒に考えましょう！

◆東京海洋⼤学名誉博⼠・客員准教授
◆CEPA ジャパン 代表

川廷 昌弘 ⽒

◆フリーアナウンサー

奥村 奈津美 ⽒

さかなクン

12 ⽉ 7 ⽇（⼟）

さかなクン

10:30-12:00 お笑いを通じて SDGs を楽しく学べる「よしもと SDGs 花⽉ in エコプロ 2019」

◆SDGs ネタ：ハイキングウォーキングさん、とにかく明るい安村さん、かまいたちさん、プラス・マイナスさん
◆SDGs コント：次⻑課⻑ 河本準⼀さん、くまだまさしさん、レギュラー 松本さん、天津 ⽊村さん、NON STYLE 井上さん、
もう中学⽣さん、ニューヨークさん、3 時のヒロインさん

◆MC：タケトさん
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【TOPICS②】
くるま、⾷品、スポーツなど⽣活シーンで採⽤広がる“セルロースナノファイバー”
◎第４回 ナノセルロース展
主催：⽇本経済新聞社

（⻄ 2 ホール）

共催：産業技術総合研究所ナノセルロースフォーラム

セルロースナノファイバー、セルロースナノクリスタルをはじめとするナノセ
ルロースは、再⽣可能な新素材として注⽬されており、国内ですでに商業⽣産
されるとともに、さまざまな⽤途開発・製品化が進んでいます。本展⽰会では、
研究開発から事業化まで、製造技術から⽤途開発までの最新情報を分かりやす
く紹介します。特にイントロダクションブースでは、ナノセルロースに実際に
触れていただけるほか、⾃動⾞や建築材料、⾳響機器、⽇⽤品、化粧品、さら
には⾷品に⾄るまで、ナノセルロースを使った商品の実物をご覧いただけます。
これからビジネスをお考えの⽅のみならず、ナノセルロースに馴染みがなかっ
た⽅にも必⾒の専⾨展⽰会です。
☞

セルロースナノファイバーに関する展⽰情報は【TOPICS③】（6 ページ）もご参照ください

■イントロダクションブース「⾒て！触って！ ナノセルロース」「こんな商品にもナノセルロース」
「ナノセルロースとは何か？」「どのような特徴があるのか？」「どんな製品に使
われているのか？」。これらの疑問に全部答えます。「⾒て！触って！ ナノセル
ロース」コーナーでは、世界で使われている代表的なナノセルロース 3 種類を展
⽰するほか、「こんな商品にもナノセルロース」コーナーでは、国内で市販され
ているナノセルロースを使った約 20 種類の商品の実物をご覧いただけます。さ
らに、海外でもナノセルロースの研究開発・事業化が活発に⾏われている様⼦が
⼀⽬でわかる「世界の研究開発拠点マップ」を展⽰します。

■注⽬セミナー『未来がすぐそこに！ナノセルロース・ヴィークルプロジェクト』
【開催⽇時・会場】
●⽇時：12 ⽉ 5 ⽇（⽊）13:30-14:30
●会場：セミナーE-04：エコプロ展内 ⻄ 4 ホール 特設ステージ
【講演テーマ・登壇者】
「環境省 CNF 関連事業の概要と NCV プロジェクトの位置付け」
環境省 地球環境局地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 室⻑

相澤 寛史 ⽒

「クルマになったセルロースナノファイバー」
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

セルロースナノファイバーで作る⾼強度材料や透明材料、NEDO プロジェクトで開発してきたセルロース
ナノファイバー強化樹脂材料の特性、それらを⽤いて環境省プロジェクトでナノセルロースヴィークル
（NCV）⽤に制作した部材の特徴を中⼼に、環境にやさしく⾼機能なセルロースナノ材料の最新情報、今
後の展望について紹介します。

「ナノセルロース複合材料の可能性〜⾃動⾞部材への適⽤を例に〜」
トヨタ紡織 内外装先⾏開発部バイオ技術開発室室⻑

⽻柴 正典 ⽒

トヨタ紡織は 2000 年より環境に優しい素材である「ケナフ」を⽤いた⾃動⾞内装部品を量産してきまし
た。本講演では、バイオマスから⽣産されるナノセルロースの⾃動⾞部品への適⽤について、環境省 NCV
プロジェクトにて検証したドアトリムの試作・評価結果について紹介します。
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【TOPICS③】
⾃然災害への備え、SDGs 先進企業の取り組みなど、注⽬展⽰をピックアップ！
※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。

海洋プラスチックごみ問題への対応
帝⼈グループ （⼩間番号 : 1-028）

洗濯排⽔から流出するマイクロプラスチックファイバーに着⽬し、その主な発⽣要因と考えられる起⽑
等を施したフリース素材の⽑落ちを⼤きく抑制するため、繊維の⾼次加⼯技術を駆使して起⽑を施さず
⽣地の膨らみや暖かさを得られるフリース代替素材を開発。海洋プラスチック流出低減に向けた⽇本発
の代替イノベーションとして注⽬の⾐料品⽤素材です。

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン （⼩間番号 : 2-015）

世界的な環境問題である「海洋プラスチック 削減」への取り組みとして、⽇本国内の海岸で回収されたプラスチックごみを再
⽣し、ボトルの原料として採⽤した新商品『JOY Ocean Plastic』の紹介をはじめ、⽇本では展⽰したことがない、Global の
環境サステナビリティ活動も展⽰します。また、来年度参加予定の Loop 製品やパッケージも展⽰予定です。

クラレ （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

デンプンを主原料にした⾼い気体遮断性（ガスバリア）を特徴とする包装⽤フィルム「PLANTIC（プ
ランティック）」 HP グレードを紹介。 HP グレードは⽔溶性のため紙や他のフィルム等と貼り合わ
せた多層構成の中間層として使⽤。パウチの他、成型も可能なので容器、トレーにも使⽤できます。

PLANTIC を使った
コーヒー⾖⽤の
⽣分解性パウチ

平和化学⼯業所 （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

プラスチックには⽔や油、酸・アルカリに強いもの、酸素を透過しないもの、低温でも割れにくいもの、
⾼温でも溶けないものなど、それぞれ異なる特性があり、これらの機能性樹脂を積層にすることで、内
容物に合わせた耐薬品性と内容物の劣化防⽌を実現しています。この技術を応⽤した安全性の⾼いバイ
オマス素材・リサイクル材・⽣分解性プラスチックを使⽤した環境配慮型ボトルを展⽰します。

共栄社化学 （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

バイオマスプラスチックを使ったボトル

同社は創業時の⽯鹸製造から始まった洗浄技術を活かし、CLOMA への参加をはじめとした地球環境問題へ取り組み始めました。
本展では新たな取り組みのひとつとして、「複合フィルムの剥離技術」を紹介。この技術によって、複合フィルムの分離・回収
を⾏い、リサイクル⽐率を向上させることができます。

BioLogiQ （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

植物由来樹脂「NuPlastiQ 」を配合することで、従来の⽯油由来プラスチックや他の⽣分解性プラスチックの性能を損なうこ
となく、⽣分解性を⼤幅に改善させる可能性があります。NuPlastiQ は条件の最適化により様々なプラスチックへの配合が可
能。今後、あらゆるプラスチック素材への海洋分解性付与にむけての開発が期待されます。

GSI クレオス （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

休耕地を有効活⽤した植物の成分の研究を重ね、世界有数のポリマー技術を駆使して開発した⽣分解性プラスチック Mater-Bi
（マタビー）を紹介。Mater-Bi を使⽤したビニール袋やプラスチック製のフォークなどを展⽰します。

ユポ・コーポレーション （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

バイオマス由来の⽣分解性容器成型⽤シート・成型容器や⽣分解性印刷⽤紙・印刷物を展⽰。⽣分解性の製
品開発（バイオマスベース）により、CO2 の排出削減・ごみの減容化に寄与します。

ザ・パック （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

⽣分解性容器成型⽤シート

⽣分解軟包装「クラフトバイオ」を展⽰します。未晒クラフト、セロハン蒸着、BIOPBS と⽣分解できる材質で作られた、⽣分
解できる軟包装です。「クラフトバイオ」を使⽤した包装を展⽰します。

積⽔化成品⼯業 （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

積⽔化成品グループは顧客や従業員への啓蒙活動、使⽤済み製品の回収リサイクルなど環境保全への取り組みや、海洋ごみにな
りにくい環境配慮型の新製品「テクポリマー」EF シリーズを紹介します。

北村化学産業 （⼩間番号 : 3-904「海洋プラスチックごみ対策コーナー」）

「環境配慮」、
「フードロス削減」、
「QOL（クオリティー・オブ・ライフ）向上」、
「省⼈化」の 4 つのキー
ワードを掲げ、問題提起・啓発、企画、活動、商品を通じたトータルパッケージを提案。また、ゴミ拾い
をしている団体に無料でゴミ袋を配布するプロジェクト「Clean Up Monster」を実施中です。会場で
はゴミ袋を積み上げて作ったモンスターを展⽰します。
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セルロースナノファイバー
⼤王製紙 （⼩間番号 : 2-NC17）

セルロースナノファイバー（CNF）を実装した EV（電気⾃動⾞）レーシングカーが本展に登
場します。⼤王製紙が提供する CNF ⾼配合の成形体「ELLEX-M」をボンネットや後部スポイ
ラー、後部座席ドアの各パーツへ使⽤したことで、従来⽐ 49％（該当部の合計重量⽐）の軽量
化を達成。本年 6 ⽉に⽶国で開催されたレースでも上位⼊賞を果たし、練習⾛⾏から決勝レー
スまでの過酷な実戦⾛⾏に耐えうる性能を⽰しました。
©SAMURAI SPEED

環境省 COOL CHOICE （⼩間番号 : 2-047）

10 ⽉に発表したばかりの、環境性能を追求した NCV(ナノセルロース・ヴィークル)コンセプ
トカーなど 2 台のコンセプトカーを展⽰します。他にも再エネ、省エネ、畜エネに関する技術
紹介や、今すぐ取り組める COOL CHOICE 等について展⽰を⾏います。
NCV（ナノセルロース・ヴィークル）コンセプトカー

災害対策
荏原 （⼩間番号 : 2-053）

豪⾬や⼤型台⾵による洪⽔の被害を未然に防ぐ、また最⼩限に抑制することに、同社の排⽔⽤⼤型
ポンプが活躍しています。世界最⼤級の地下放⽔路「⾸都圏外郭放⽔路」のポンプも荏原製。プー
ルの⽔をわずか数秒で排⽔する⾼性能ポンプが安⼼で安全なくらしをサポートしています。本展で
は排⽔⽤⼤型排⽔ポンプの機能としくみを解説、河川の⽔位を下げる様⼦を模型で分かりやすく紹
介します。

レンゴー （⼩間番号 : 2-001）

レンゴーが段ボールを⽇本で初めて作ってから今年で 110 年。段ボールは進化を続け、軽く、強く、美しくなり、物流から陳
列まで、私たちの⽣活に⽋かせない包装資材になりました。今年の同社のブースは「段ボール Lab」。段ボールや⽣分解性素材
のことを楽しく学べるブースです。段ボールベッド、防炎間仕切り、⾮常⾷⽤パッケージなどの防災製品も展⽰します。

積⽔化学⼯業 （⼩間番号 : 1-002）

気候変動影響によって多発する災害。積⽔化学グループの家“セキスイハイム”は災害後も⾃宅で過ごす「在
宅避難」を実現するため、頑丈な建物をベースに、⽣活に必要なライフラインを維持する機能<ソーラー
パネルによるエネルギー⾃給⾃⾜、飲料⽔貯留システムによる飲料⽔の確保、VtoH（⾞載蓄電池連携）に
よる移動⼿段の確保>を強化しました。

管清⼯業 （⼩間番号 : 2-027）

下⽔道のことを楽しく体験しながら SDGｓについて勉強できる展⽰を⾏います。⼩型で⾃⾛式の調査カ
メラ「KPRO（ケープロ）」を使ったデモンストレーションや、下⽔道の仕組みを⾒て学べる VR を展⽰
します。
完全⾃⾛式の調査カメラ「KPRO（ケープロ）
」

NTT / NTT 東⽇本 / NTT ⻄⽇本 （⼩間番号 : 1-040）

地球温暖化による豪⾬の発⽣など想定外の災害が多発し、対応が困難になっている課題に対して、防災と復旧の両⾯から住⺠の
安⼼安全を⽀えます。有事の際、災害情報の情報収集、被災状況の把握、住⺠への情報発信や復旧時における被災者⽀援体制の
構築実現、広域停電を想定した電源対策、安否確認⼿段の確保などを分かりやすく紹介します。

リサイクル
花王 （⼩間番号 : 2-004）

展⽰会では、花王の「 Kirei Lifestyle Plan 」の全体像を分かりやすくご紹介するとともに、環境に関わる「 Kirei Action 」
の⼆つの実例（①Attack Zero の新洗浄成分の eco 効果、②プラスチックごみ問題を考えた容器開発）を、さまざまなステーク
ホルダーの皆様にご紹介します。
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ライオン （⼩間番号 : 2-011）

プラスチックに焦点を当て、ライオンの 3R 及び Renewable(持続可能な資源の活⽤)について紹介します。ブースでは、
「トッ
プスーパーNANOX」を取り上げ、容器のコンパクト化による樹脂量削減、物流効率のアップ、買い物の負担軽減などのメリッ
トを紹介。さらに、「キレイキレイ泡ハンドソープ」の本体ボトルを、使い終わった後につめかえることにより、ごみが削減で
きることを紹介し、つめかえと本体の樹脂量の違いを実際に重さで体験できます。また、“ハブラシ・リサイクルプログラム”と
して、⻭の健康とハブラシリサイクルとの関係を紹介、ブース内で、使⽤済み⻭ブラシを実際に回収し、東⽇本⼤震災で被害を
受けた⽯巻市の復興⽀援に役⽴てます。

エプソン （⼩間番号 : 1-049）

2019 年 7 ⽉よりエプソンのオフィスで実際にスタートした「環境配慮型オフィスプロジェクト」を紹介します。このプロジェ
クトは、オフィスで紙を有効に活⽤しながら、資源サイクルを活性化させ、さらなる環境負荷の低減に貢献していく取り組みで
す。プリンターを提供する企業として、紙に責任を持ち、紙の資源サイクルが活性化できる環境配慮型オフィスを⾃社オフィス
で実現しています。「省・⼩・精の技術」で⾼い環境性能を実現するエプソン製品群や新商品のインクジェットプリンターも展
⽰します。

東和 （⼩間番号 : 2-006）

⽻⽑不⾜から不⽤になったダウンを回収し、再利⽤する動きが広がっています。同社は⽻⽑をリサイクルするため、溶ける⽷を
開発し、⽻⽑布団やダウンジャケットを温⽔で分解・分離して⽻⽑を回収するシステムを提案・紹介します。当⽇は、溶ける⽷
が⾒やすいように、透ける⽣地を⽤いたダウンが⾒えるジャケットを展⽰します。

SDGs への取り組み
タカラトミーグループ （⼩間番号 : 3-007）

リサイクル材料や省エネなど、おもちゃを作る時や、遊ぶ時のエコの⼯夫を紹介します。また、スマホアプリ『ファミリーアッ
プス』で「エコレール」の製造体験ができるゲームの先⾏体験や、エコレールをつくる⼯程を体験するエコレールマシンの展⽰、
エコの⼯夫をしてるおもちゃ「エコトイ」の新製品を体験できます。

三菱電機グループ （⼩間番号 : 1-004）

2050 年の地球環境を⾒える化し、環境問題の解決に貢献する当社の先端技術や事業を体験型の展⽰などで紹介します。送電線
の中に⼊って電気を運ぶ疑似体験など、楽しみながら仕組みを理解できる体験型アトラクションを展⽰するほか、⼩・中・⾼等
学校の⽣徒たちが、環境学習・研究の成果を発表するステージイベントを開催します。

パナソニック （⼩間番号 : 1-003）

SDGs に対する考え⽅や取り組みの歴史と共に、エネルギー・資源に関する現在の取り組みを紹介します。経営理念に根差した
それぞれの取り組みがどのように社会課題の解決に貢献しているかを紹介します。

トヨタ⾃動⾞ （⼩間番号 : 1-001）

地球規模の環境問題のために、環境にやさしいクルマづくりを始め、『トヨタ環境チャレンジ 2050』を掲げる同社では、⾃然
やそこに暮らす動物たちの未来を守る活動を本格的に進めています。野⽣動物とのふれあい&クイズでトヨタの取り組みを紹介
します。

⽇⽴造船 （⼩間番号 : 1-017）

製品・事業で直接貢献する活動と、サステナビリティ課題の解決を通じて貢献する活動に区
分しながら多⾯的な展⽰を⾏います。ごみ焼却施設をはじめメタン発酵システム、⾵⼒発電、
燃料電池、全固体リチウムイオン電池等の製品・事業は再⽣エネルギー提供と⼆酸化炭素削
減に、また海⽔淡⽔化プラント事業は世界の深刻な⽔不⾜解消へ役⽴っています。

第 3 回⽇中韓三カ国による環境産業・技術共同展⽰ （⼩間番号：A-902）

地球温暖化防⽌のためには、国境を超えたネットワークが重要です。今年、エコプロ 2019 に出現する「第 3 回⽇中韓三カ国に
よる環境産業・技術共同展⽰」では三カ国の環境⼤⾂会合（TEMM）で決定された共同⾏動計画に基づく、三カ国による環境技
術の共同展⽰を⾏います。

丸井グループ （⼩間番号 : 4-032）

『丸井グループのめざす 2050 年の未来のために 〜すべての⼈の「しあわせ」を共に創ろう こ
の指とーまれ！』をテーマに、同社の取り組みを紹介するとともに、すべてのステークホルダー
と未来を語る「対話・共創の場」を設けます。ブース内の展⽰物（パネル・テーブル等）は再利
⽤可能な素材を使⽤しています。
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⽴命館⼤学 （⼩間番号 : 3-032）

SDGs 推進に取り組む、多様な研究を⼀般の⽅、特に⼦どもが理解し、関⼼を拡げられるように紹介します。
各研究は、SDGｓ17 のゴールから検索可能な仕組みを新たに開発しており、若い世代が多様な研究に触れ、⾃⾝の関⼼にあっ
たものを⾒つけられるように 100 以上の取組みを展⽰とワークショップで紹介します。

科学技術振興機構 （⼩間番号 : 3-035）

染⾊排⽔の無害化を⽬指し、天然染料の機能を化学染料の⽔準に向上させた最先端の草⽊染め（「STI for
SDGs」アワード ⽂部科学⼤⾂賞受賞）をはじめ、住⺠の健康ビッグデータから⽣まれた⼀⼈ひとりの
⾏動変容につながる健康教育や健診の事例など、科学技術を活⽤し SDGs への貢献を⽬指す事例を多数
展⽰します。

⽇経 BP / 東京書籍 / TREE （⼩間番号 : 3-039）

⽇経 ESG、ecomom を発⾏する「⽇経 BP」、教科書を発⾏する「東京書籍」、映像を制作する「TREE」
が開設するブースは”⾝近なこと・もの・ひとからもっと楽しく！みなで SDGs を学ぼう” をテー
マに、⼩・中学⽣向けに、SDGs をわかりやすくまとめた映像とパネル、クイズなどを展⽰しま
す。

⼤型モニターに映像を映し出しタッチ
して回答する SDGs のクイズゲーム

セブン&アイ・ホールディングス （⼩間番号 : 2-003）

セブン&アイグループは⽬指すべき社会の実現のため、環境宣⾔『GREEN CHALLEGE 2050』を策定しました。本展⽰会では、
環境宣⾔の 4 つのテーマと具体的な取り組みを紹介しています。来場者にはスタンプラリーに参加してもらい、最後に⾝近なエ
コの取り組みを宣⾔して完成する「私の環境宣⾔ノート」を配布します。

ユニ・チャーム （⼩間番号 : 2-010）
「使⽤済み紙おむつのリサイクル」や⼯場のゼロエミッションを⽬指して紙おむつ⼯場の廃棄物から作られる猫ちゃんのトイレ
（紙砂Ⓡ）、⾷品ロスの削減に貢献している「トレーマット」などを詳しく紹介します。
びっくりドンキー （⼩間番号 : 3-003）

「第 6 回⽣物多様性⽇本アワード」優秀賞を受賞した省農薬⽶の取り組みの紹介や⼦供向けの⾷べき
り活動「もぐチャレ」により⾷べ残しを減らす⾷品ロス削減活動を紹介します。また、⽣ごみをリサ
イクル機械「ゼロワンダー」の実機を展⽰します。
昨年のブース⾵景

体験コーナー／アトラクションなど
アディダス ジャパン （⼩間番号 : 4-037）

捨てられて海に流れ出ると、⼩さな粒になって⽣きものに影響を与えてしまうプラスチックごみ。それが集められ、⽷に⽣まれ
変わって新しいくつや服へと変わっていく展⽰と、T シャツを切って結んでかばんを作るコーナーとで、体験を通してリサイク
ル活動の⼤切さを感じていただきます。

⽔をめぐる⼤冒険 実⾏委員会 （⼩間番号 : 2-037）

⽔の循環をテーマに、暮らしを⽀える⽔のナゾと上⽔道・下⽔道
の重要な役割を、⼦ども向けに「⾒て」「聞いて」「触れて」学べ
る展⽰として、飲み⽔を作るろ過実験、使った⽔を綺麗にする微
⽣物を⾒れる体験ブースを展⽰します。
飲み⽔を作るためのろ過実験

汚れた⽔を綺麗にする
微⽣物の⼒を体験
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【TOPICS④】
「SDGs Week」を総称に 3 展⽰会を同時開催
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」と、ビジネス展「社会インフラテック」「気候変動・災
害対策 Biz」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。期間
中、関連の⼤型シンポジウムなども⾏います。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が連動し多彩な情報を発信します。

橋梁・道路・上下⽔道・公共施設など社会資本の⽼朽化対策や⻑寿命化に貢献する最新技術や取り組みを紹介。イ
ンフラ維持管理者とベンダーとのビジネスマッチングの場を提供します。
会期：2019 年 12 ⽉ 4 ⽇（⽔）〜6 ⽇（⾦）10:00-17:00
会場：東京ビッグサイト南 1・2 ホール
主催：インフラメンテナンス国⺠会議、⽇本経済新聞社

<https://messe.nikkei.co.jp/in/>

【カンファレンス〜⾃治体職員や専⾨家が多数登壇し、これからのインフラ維持管理を議論】
12 ⽉ 5 ⽇（⽊）10:10〜12:00
⾃治体職員によるパネルディスカッション「国⺠会議の好事例から得る今後のメンテナンス」
東京都品川区、静岡県、奈良県⼗津川市、⿃取県、愛媛県、熊本県⻑洲町の職員が登壇し、各地の好事例を発表。労働⼒不⾜、
財政が厳しい時代の、これからのインフラ維持管理、⽼朽化対策のヒントを探ります。

【主催者企画『将来の⾼速道路マネジメント 〜 i-MOVEMENT プロジェクト〜（協⼒：中⽇本⾼速道路）』】
社会環境の変化を踏まえて次世代技術を活⽤した、概ね 10 年先を⾒据えた⾼速道路管
理の改⾰プロジェクト（＊i-MOVEMENT）の取り組みを紹介します。＊最先端の ICT 技
術・ロボティクスの導⼊により、⼈⼝減少などの⾼速道路を取り巻く環境の激変に対
応しつつ、⾼速道路モビリティの進化を⽬指す NEXCO 中⽇本の活動（ムーブメント）
を表しています。

地球温暖化が原因とされる異常気象が、年々深刻の度を増しています。気候変動を抑制するための環境・再⽣エネ
ルギー技術や、災害に対するレジリエンスを⾼める防災・減災ソリューションを集めた展⽰会を初開催します。
会期：2019 年 12 ⽉ 4 ⽇（⽔）〜6 ⽇（⾦）10:00-17:00
会場：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

【カンファレンス

<https://messe.nikkei.co.jp/cc/>

〜防災・減災や環境対策の最新動向を、有識者や先進企業が紹介！】

展⽰会場内のステージでは、有識者や先進企業によるカンファレンスを実施します。⽇本総合研究所会
⻑の寺島実郎⽒、東京⼤学教授の⾼村ゆかり⽒ほか多数の講師を招聘、激甚化する気象災害への備えや、
気候変動の抑⽌につながる環境・再⽣エネルギー関連の動向などについて、最新の知⾒を紹介します。
※受講は事前申込制の先着順。座席に余裕がある場合には、当⽇受付も⾏います
※プログラム詳細と受講申し込みは

<https://project.nikkeibp.co.jp/event/esg1912cc/>をご参照ください

寺島実郎⽒
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その他の「SDGs Week」同時開催イベント
■⽇経 SDGs フォーラム シンポジウム
会期：12 ⽉ 5 ⽇（⽊）10:00-16:30
会場：東京ビッグサイト 国際会議場
<https://events.nikkei.co.jp/20592/>
⽇本経済新聞社と⽇経 BP が、国連が定めた「持続可能な開発⽬標（SDGs＝Sustainable Development Goals）」の達成に向けた企業
の取り組みを⽀援するプロジェクト「⽇経 SDGs フォーラム」。今回のシンポジウムは、12 ⽉ 5 ⽇（⽊）東京ビッグサイト国際
会議場で開催。政府関係者や学識経験者、企業経営者らの有識者が、SDGs 達成への課題などを議論します（受講無料）。
講師： 根本かおる⽒［国連広報センター 所⻑］
セダ・プムピャンスカヤ⽒［国連グローバル・コミュニケーション局 戦略広報部⻑］
伊藤 邦雄 ⽒［⼀橋⼤学⼤学院 特任教授、TCFD コンソーシアム会⻑］
蟹江 憲史 ⽒［慶應義塾⼤学⼤学院 政策・メディア研究科 教授］

ほか

＊参加申込受付は終了しました。空席がある場合のみ会場にて当⽇受付を⾏います

■⽇経社会イノベーションフォーラム
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）が切り開く未来

〜エネマネハウスがもたらす可能性と⼈材育成〜

会期：12 ⽉ 5 ⽇（⽊）13:00-17:20
会場：東京ビッグサイト会議棟 1 階 レセプションホール B
<https://events.nikkei.co.jp/21059/>
持続可能な社会を構築するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）のさらなる普及に向け、政府関係者や事業者、有識者等
が⼀堂に会し、これからの住宅のあり⽅や課題など今後の展望を議論します（受講無料）。
＊参加申込受付は終了しました。空席がある場合のみ会場にて当⽇受付を⾏います

■第 1 回⽇経フードテック・カンファレンス
会期：12 ⽉ 6 ⽇（⾦）10:00〜16:50
会場：東京ビッグサイト会議棟 7 階国際会議場（無料、空席がある場合は当⽇受付を⾏います）
<https://events.nikkei.co.jp/21438/>
世界各地で注⽬を集めている「⾷のイノベーション」、いわゆるフードテックの潮流をキャッチし、⽇本型の⾷産業の未来を様々
な分野の専⾨家が議論します。フードテックの先端技術紹介や試⾷などショーケース展⽰も実施します（12:00〜16:30・会議棟
1 階レセプションホール）。
＊カンファレンスの参加申込受付は終了しました。空席がある場合のみ会場にて当⽇受付を⾏います
＊ショーケース展⽰は登録不要です。直接会場までお越しください。出展企業（予定）：NTT データ、東⽇本旅客鉄道、SEE THE SUN、
デイブレイク、ドリコス、Whosecacao、ベースフード、丸繁製菓
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開催概要
◆名

称：

エコプロ 2019 ［第 21 回］

持続可能な社会の実現に向けて

◆会

期：

2019 年 12 ⽉ 5 ⽇（⽊）〜7 ⽇（⼟） 10:00〜17:00

◆会

場：

東京ビッグサイト ⻄１〜４ホール

◆⼊ 場 料：

無料 （登録制）※現在、ホームページ（https://eco-pro.com/2019/）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： グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、関⻄ SDGs プラットフォーム、⽇本健康会議、
（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、全国連合⼩学校⻑会、⽇本私⽴⼩学校連合会、全⽇本中学校⻑会、全国⾼等学
校⻑協会、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）全国⼯業⾼等学校⻑協会、全国商業⾼等学校⻑協会、全国農業⾼等学校⻑協会、
（⼀社）情
報通信技術委員会、（公財）⽇本⻘年会議所 国際ビジネス連携委員会、［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、教育新聞、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、流通、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、流通・サー
ビスなど
【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 部⾨、社会貢献部⾨、マーケティング部⾨など
○官公庁・⾃治体（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
○国会議員、海外視察団、在⽇⼤使館など ○イノベーター、オピニオンリーダー、インフルエンサー

◎環境問題・SDGs へ意識・関⼼の⾼い⽣活者
○ファミリー、主婦・主夫、アクティブシニア、学⽣・児童 ○環境 NPO・NGO、市⺠団体、SDGs 関連団体
○学校・教育関係者 ほか

◆来場者数：

160,000 ⼈（⾒込み）［2018 年来場実績：162,217 ⼈］

◆展⽰規模：

515 社・団体／1,102 ⼩間（11 ⽉ 25 ⽇現在）［2018 年出展実績：538 社・団体／1,295 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 13 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 → https://eco-pro.com/2019/
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 2019」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。

☞会期中（12 ⽉ 5 ⽇〜7 ⽇）のプレス取材について
⻄ 1 ホール主催者事務室（2）内のプレス受付にてプレスバッジ・報道資料をお渡し致します。
当⽇はプレス登録後、本展⽰会をご取材願います。

■本リリース、広報⽤素材、取材に関するお問い合わせ先
エコプロ広報事務局（共同ピーアール株式会社内）
〒104-8158

東京都中央区銀座 7-2-22

TEL：03-3571-5236

担当：髙橋（速）、横⼭（史）、中⾥、宇津⽊

同和ビル

FAX：03-3571-5380

e-mail：ecopro-pr@kyodo-pr.co.jp
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