
東京ビッグサイト［東4・5・6ホール］

入場無料
［事前登録制］

企画展

����年��月�日水▶�日金  ����������� 

必ず来場事前登録をお願いします!必ず来場事前登録をお願いします!

●必ず1人1登録でお願いします。 
●来場者証をプリントアウトして会場へお越しください。 
●来場事前登録時に、ご来場予定日をうかがいます。 
●スマートフォンなどでのご提示の場合は、来場者証を別途お渡しします。

マスクは必ず
着用してご来場ください。

37.5度以上の発熱があるかたは
入場をお断りします。

手指消毒に
ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス接触確認アプリ
COCOAの利用をお願いします。
（利用停止等の場合を除く）

●会場入口では、マスク着用の徹底／消毒液の設置／検温を実施します。
●扉を開放し、空調設備による常時換気を行います。
●セミナー会場や休憩スペース等では、間隔の確保を行っております。
●救護室には、看護師が常駐しております。

新型コロナウイルス対策を
徹底して本展示会を開催します。

※来場事前登録より必ず登録してください。� 公式ウェブサイトにアクセス

� 来場者証（QRコード付）をプリントアウトして会場に持参

� 来場者証をバッジホルダーに入れて入場

������������ 9:00~18:00 土・日・祝日を除く

東京ビッグサイトへの交通案内 東京都江東区有明3-11-1　https://www.bigsight.jp/visitor/access/
※東京ビッグサイトへのご来場は、公共交通機関をご利用ください。

■ゆりかもめ：新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）  　　　　　　 東京ビッグサイト駅                       豊洲駅（東京メトロ） ※東京ビッグサイト駅下車 徒歩約3分約8分約22分

■路線バス：東京駅八重洲口、丸の内南口（JR）  　　　　　　 東京ビッグサイト  　　　　　　  門前仲町（東京メトロ、都営地下鉄）約35分約40分

■りんかい線：大崎駅（JR）  　　　　　　 国際展示場駅                      新木場駅（JR、東京メトロ） ※国際展示場駅下車 徒歩約7分約14分 約5分

展示会に関するお問い合わせ（12月16日まで）

主 催：（一社）サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社

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

（一社）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

協力［順不同］

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

後援［順不同］主 催：日本経済新聞社、インフラメンテナンス国民会議（社会インフラテック）、日経BP（社会インフラテック／自然災害対策展／ウェザーテック）

社会インフラテック2022：国土交通省、内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、（公社）土木学会後援［順不同］

目企画注
主催者企画 ／インフラテクコン・アカデミックゾーン　
インフラメンテナンス実体験や写真展、高専生を対象とした地域課題を解決するアイデアを競う「インフ
ラマネジメントテクノロジーコンテスト」の紹介など、インフラメンテナンスへの理解と普及啓発を促す
主催者企画エリアを設置します。　協力：アイセイ

5つの展示会と各種のテーマ展示でSDGs17目標を“見える化”します！

海洋プラスチックごみ対策パビリオン

「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紹介します。
協力：クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）

グッドスリープ～快適睡眠展

SDGsの「すべての人に健康と福祉を」の実
現を目指し、良質な睡眠をとるための製品、
睡眠問題に対する取り組み等を展示・紹介し
ます。

昆虫ビジネス～昆虫食からバイオミメティクスまで

食料不足の解決策の一つとして脚光を浴びて
いる「昆虫食」や、自然に生きる生物からヒン
トを得て最新の科学技術に応用する「バイオ
ミメティクス（生物模倣）」等、食として、新し
い産業の創造としての「昆虫ビジネス」の可能
性をSDGsの観点から紹介し、最新の事例や
技術、製品を集中展示します。

森と木で拓くSDGsゾーン～森と木のある暮らしの提案～
主にSDGs14目標の達成に貢献できる「持続
可能な森づくり・木づかい」等によって、新た
な産業の創出・地方創生や森と木のある豊か
な暮らしを提案。「ウッドデザイン賞」受賞作
の紹介コーナーも併設します。
共催： 一般社団法人日本ウッドデザイン協会、
 公益社団法人国土緑化推進機構

��月��日金▶��月��日金 ● リアル展の参加登録でオンライン展にも参加できます！
● オンライン展限定のセミナーも多数あります！

オンライン展も
同時開催！

本パンフレットの情報は10月7日現在のもので、内容は変更されることがあります。公式ウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

東京フードドライブ in エコプロ2022
缶詰、乾麺、レトルト食品など…家庭で余っている食品をご持参ください！　
フードドライブとは、食品を必要としている団体へ寄付する活動で、食品ロスの削減につながります。本展で集め
られた食品は、日本初のフードバンクであるセカンドハーベスト・ジャパンへ寄付され、食品支援が必要な方々へ
提供されます。皆様の温かいご支援をお待ちしています！
※回収する食品の種類は、缶詰（肉・魚・野菜・果物など）、乾物・乾麺（パスタなど）、インスタント・レトルト食品（冷凍・冷蔵品は除く）、嗜好品
（お茶・コーヒーなど）、飲料（アルコール類は除く）、調味料などで、❶未開封で外装が破損していないもの  ❷賞味期限まで2か月以上ある
もの  ❸びん詰でないもの  ❹冷凍・冷蔵・生ものではないもの  ❺家庭から出たものに限ります。

※回収可能な食品の種類や条件などはエコプロ公式ウェブサイトで事前にご確認ください。
共催：東京都環境局

出展者一覧（50音順）　　※会場レイアウトは、中面の会場案内図をご覧ください。

講演テーマ・登壇者などのプログラム最新情報、受講申込は公式ウェブサイトから ▶ https://messe.nikkei.co.jp/sweb/

 ステージA

 ステージB

カ ンファレンス

「守りの街づくりの未来像（仮題）」
セッション・チェアマン：野中 賢 氏［日経BP総合研究所 上席研究員］

12月9日（金）13:00～16:10 10:30～12:00  「インフラメンテナンス大賞」
13:00～13:40  「インフラメンテナンス海外事例」
14:40～15:20  SCSK
15:40～16:20
Basisconsulting×Elasticsearch
「暗黙知を活かす、社会インフラ管理の未来」
石川 雄章 氏［ベイシスコンサルティング 代表取締役］

山賀 裕二 氏［Elasticsearch 日本法人代表］

12月9日（金）
「脱炭素に貢献するスマートエネルギー（仮題）」
セッション・チェアマン：
金子 憲治 氏［日経BP総合研究所 上席研究員、「メガソーラービジネス」編集長］

12月8日（木）13:00～16:10

10:30～12:00
「自治体のインフラ維持管理・老朽化対策事例」
13:00～14:30
「災害時のトイレ問題を考える 
“快適トイレ”の社会実装による波及効果」
加藤 篤 氏［日本トイレ研究所 代表理事］ ほか

14:50～17:00  「カーボンニュートラル セッション」

12月8日（木）

「脱炭素時代の企業・地域の価値向上について
～脱炭素社会、循環経済、分散型社会の実現に向けて（仮題）」
セッション・チェアマン：安達 功 氏［日経BP総合研究所フェロー］

12月7日（水）13:00～16:10

13:00～13:50  「インフラメンテナンス国民会議 総会」
14:10～15:30
スペシャル・セッション「本音のインフラメンテナンス
～これまでの取り組み・今後のあり方～」
15:50～17:00
「インフラテクコン企画 
高専生が経営トップに聞くインフラメンテナンス」

12月7日（水）

目企画注 社会課題の解決に向けたアクションが一堂に！

別企画特 エコプロ来場であなたも社会課題解決に貢献！

特設ステージ 【受講無料】（事前申込制、一部を除く） 

著名人や専門家、企業の経営層や実務担当者などを講師に招き、深刻化する環境問題、SDGsを軸とした社会課
題の解決、持続可能な街づくりや社会づくりなどに関して多彩な情報発信を行います。
※詳細プログラム、お申し込みはエコプロ公式ウェブサイトをご参照ください。

「リユースビジネスに注目！
AKB48武藤十夢、マシンガンズ滝沢秀一 トークショー」

東京都×J:COM

東京都とジェイコム東京では、リユースビジネスを紹介する特別番組「リユースビジネス探検隊」
を2022年に制作・放送いたしました。この番組は、探検隊ナビゲーターのAKB48武藤十夢、マシ
ンガンズ滝沢秀一が企業に潜入し、リユースビジネスに取り組む方々の想いや、SDGsに対する
今後の展開など、様々な切り口からご紹介するものです。その2人が番組を飛び出し、エコプロ
2022のステージで、リユースビジネスを熱く語ります。

社会インフラテック
IHI
アイセイ　
青木あすなろ建設
イーガルド
インフラマネジメントテクノロジーコンテスト
インフラメンテナンス国民会議
ウオールナット
エクシオテック
エヌエスティグローバリスト
ガイアート／熊谷組
クリスタルコンクリート協会
国際協力機構
コンクリートメンテナンス協会
Synspective
セールスワン
大日コンサルタント

DAC-NOTE
東京電力ホールディングス
特殊高所技術協会
戸田建設
中日本高速道路
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
東日本旅客鉄道／
JR東日本コンサルタンツ／日本線路技術
ビジー・ビー
ベイシスコンサルティング
ポケット・クエリーズ
みるくる
矢崎総業

Liberaware
カーボンニュートラルテック 
アスエネ
アップルツリー
アドイン研究所
三和エナジー／大同井本エナジー／
ヒラオカ石油／大塚油司
日経BPコンサルティング   
日立システムズ／
日立パワーソリューションズ
booost technologies
Masters GEOTETS工法研究会
自然災害対策展／ウェザーテック
ウェザーニューズ
気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）
KTX
建設技術研究所

JX通信社
十光
ソフトバンク
新潟テクノ
日本気象協会　　　　　　　　
日本防災プラットフォーム（JBP）
防災安全協会
ミライエ
災害対策トイレ展×快適トイレ展
クリロン化成      　
Gテクノ／大都技研
スターライト工業　　　　
ニットク
日本トイレ研究所
ビー・エス・ケイ



大学・教育機関コーナー出展者
●E-48 高崎商科大学 上州ぐんまESD実践研究会 ●E-49 常磐大学 環境教育・ESD研究室 ●E-50 日本LCA学会環境教育研究会 ●E-51 Field Assistant Network ●E-52 武蔵野大学 環境システム学科 
●E-53 埼玉県環境科学国際センター ●E-54 東邦大学 東邦Ecolution ●E-55 私立大学環境保全協議会 ●E-56 日本工業大学 ●E-57 創価大学 
●E-58 法政大学生命科学部環境応用化学科・マイクロ・ナノテクノロジー研究センター ●E-59 千葉大学環境ISO学生委員会 ●E-60 中部大学ESDエコマネーチーム 
●E-61 三重大学 木質分子素材制御学研究室（野中研） ●E-62 三重大学環境ISO学生委員会 ●E-63 三重大学 ●E-64 全国小中学校環境教育研究会 ●E-65 立命館慶祥中学校 
●E-66 東京都杉並区立浜田山小学校

大学・教育機関コーナー出展者 �
●E-01 東京都立産業技術高等専門学校 ●E-02 関東学院大学 ●E-03 県立広島大学 小林謙介研究室 ●E-04 東京都市大学産官学交流センター ●E-05 藤田医科大学 
●E-06 日本大学 生産工学部 環境安全工学科 ●E-07 千葉商科大学 ●E-08 東京デザイン専門学校 ビジュアル系学科 ●E-09 東京デザイン専門学校 スペース／クラフト系学科 ●E-10 女子美術大学 
●E-11 女子美術大学 廃材プロジェクト ●E-12 東京農業大学農学部デザイン農学科社会デザイン農学研究室 ●E-13 東京農業大学 土壌肥料学研究室 
●E-14 共立女子大学・共立女子短期大学 社会連携センター ●E-15 弘前大学 ●E-16 岩手県立大学 ●E-17 岩手県立大学地域政策研究センター ●E-18 近畿大学 ●E-19 東京家政大学 
●E-20 実践女子大学 現代生活学科 環境・エネルギーゼミ ●E-21 法政大学人間環境学部金藤研究会 ●E-22 麻布大学 環境科学科 ●E-23 国際基督教大学 
●E-24 琉球大学エコロジカル・キャンパス学生委員会 ●E-25 琉球大学 ●E-26 東京大学 TSCP学生委員会 ●E-27 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 ●E-28 東京富士大学  
●E-29 獨協大学高安ゼミナール草加本染LOVERS ●E-30 文化学園大学 ●E-31 文化学園大学 USR推進室 ●E-32 東京工科大学応用生物学部環境グループ ●E-33 上智学院 サステナビリティ推進本部 
●E-34 上智大学地球環境研究所 ●E-35 信州大学 ●E-36 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 ランドスケープ研究会 
●E-37 東京都市大学 環境学部 環境創生学科 田中章（ランドスケープ・エコシステムズ）研究室 ●E-38 実践学園中学高等学校 ●E-39 明治大学政治経済学部大森正之ゼミナール 
●E-40 明治大学商学部水野勝之ゼミナール ●E-41 法政大学環境センター ●E-42 聖学院大学 Petite Arche ●E-43 聖学院中学校・高等学校 女子聖学院中学校・高等学校 聖学院小学校 
●E-44 日本土壌肥料学会 ●E-45 日本ペドロジー学会 ●E-46 東京都市大学 環境学部 伊坪LCA研究室 ●E-47 東京都市大学ISO学生委員会 

海洋プラスチックごみ対策パビリオン
●MA-01 クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA) ●MA-02 ウエストワン ●MA-03 シグマ紙業 ●MA-04 水性フレキソ促進協議会 ●MA-05 セブン&アイ・ホールディングス 
●MA-06 ダウ・ケミカル日本 ●MA-07 東洋紡 ●MA-08 日本製紙 ●MA-09 日本コパック ●MA-10 パナソニックホールディングス ●MA-11 パンテック ●MA-12 平和化学工業所 ●MA-13 三井化学 
●MA-14 レンゴー

森と木で拓くSDGsゾーン出展者
●F-09 JUON NETWORK（樹恩ネットワーク） ●F-10 蔵前バイオエネルギー（K-BETS） ●F-11 日本の森バイオマスネットワーク“ふんわりネット” ●F-12 木づかい運動事務局 
●F-13 おどろ木ネットワーク ●F-14 木にかえる ●F-15 やみぞの森 ●F-16 みはらしプレーパークの会 ●F-17 八王子市立七国小学校 ●F-18 自由学園 ●F-19 子どもの森づくり運動 
●F-20 森林（もり）づくり全国推進会議 ●F-21 フォレスト・サポーターズ ●F-22 東京学芸大EXPLAYGROUND推進機構 ●F-23 緑のダム北相模

GREEN MARKET
●アシストエリア／ATTE KATARU ●イガリインターナショナル ●オーガニックこんにゃくスポンジKOMACHI ●金鹿工具製作所 ●桐建材 ●ジースプレッド ●SOUP／pon mon ●太陽工房 ●TAEKO 
●布ナプキン&エコストア SoaLa ●ネパリ・バザーロ ●Baraka ●パルシック ●ブルガリア・ローズ・ジャパン ●HOKKAI NOKEN ●メルーナジャパン ●山櫻 ●ロォーリング

NPO協働プラザ出展者
●N-01 ふくしまオーガニックコットンプロジェクト ●N-02 NPO住まいの寺子屋 ●N-03 NPO尾瀬自然保護ネットワーク ●N-04 サステナブル・プラットフォーム ●N-05 自然体験学校 
●N-06 自然体験学校 沖縄校 ●N-07 純銀アート協会 ●N-08 雨水市民の会 ●N-09 RUMアライアンス ●N-10 国際環境政策研究所 ●N-11 全日本自動車リサイクル事業連合 
●N-12 北日本木材資源リサイクル協会 ●N-13 全国木材資源リサイクル協会連合会 ●N-14 地中熱利用促進協会 ●N-15 アニマルライツセンター ●N-16 河北潟湖沼研究所 
●N-17 ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト

会場案内図 ※10月7日現在の情報です。


