2016 年 11 月 30 日（水）一般社団法人産業環境管理協会

エコプロ 2016 エコ＆エネルギービジネス EXPO
ビジネスマッチングスクエア
開催日：12 月 8 日（木）、9 日（金）、10 日（土）
会 場：東京ビックサイト 東４ホール
ブース番号：4-028 地域支援ユニット（産業環境管理協会）

主催：（一社）産業環境管理協会、日本経済新聞社
（一社）産業環境管理協会・日本経済新聞社の共催により、環境・エネルギー事業等に取組む地域企業等を支援
するコーナーを設置します。多様な企業等が製品やサービス・技術開発・販路開拓等において相互連携し情報発信
力を向上させるとともに、新たな事業の創出・展開を図ることを目的にビジネスワークショップやオープンイノベーショ
ンセミナー、特別ゲストを招いたビジネス特別講演等を『ビジネス交流広場』 （4-028 地域支援ユニット（産業環境管
理協会）内）にて開催いたします。
■ビジネスマッチングスクエアの出展企業 （法人格省略）
＜通常出展＞いわき産学官ネットワーク協会／常磐パッケージ／エコハイテクコーポレーション／バイクオフコーポレーショ
ン、日誠産業／カミーノ、産総研福島再生可能エネルギー研究所／環境システムヤマノ／山王、岡山産業振興財団／
ウッドプラスチックテクノロジー／エザーグローブ／コアテック／日本植生／萩原／満栄工業／リプロ／東京電機大学、
経済産業省中国経済産業局／トロムソ／中村建設／クリアーシステム／アボンコーポレーション／小田産業、ストラ・テ
クノ、日建リース工業、寿産業、秋田県／秋田県地下資源開発促進協議会、BIOHITECH-JAPAN
＜特別展示＞いわき市ものづくり中核企業①（バッテリー分野）／いわき市ものづくり中核企業②（再エネ分野）／いわき市
ものづくり中核企業③（リサイクル分野）／エディプラス／BBJ ハイテック／K,office／トーソー
＜ビジネス交流広場インフォメーションコーナー内＞地域支援ユニット（産業環境管理協会）、産業環境管理協会内展示物
参加団体：下川町／津別町／経済産業省関東経済産業局ほか
＜連携ブース：商工会議所エコビジネススクエア＞
アズフィット、アクアキューブ、アイティオール、三愛化成商事、AIZAWA studio、低炭素化支援

■ビジネスマッチングスクエア内の開催イベント
（１）インフォメーションコーナー
・本コーナーでは、ビジネスマッチングスクエアに出展している企業の出展情報やニーズ等をワンストップで収集で
きるとともに、ビジネスサポートのためのアドバイザーを常駐した各種ご相談を承っております。
・当会[（一社）産業環境管理協会]の事業紹介等も行っています。
（２）ビジネス交流広場
・本広場では、ビジネスマッチングスクエアに出展している企業様等によるビジネスワークショップの開催ほか、多
彩なプログラムを 3 日間にわたり展開します。
（お申込みについて）
・プログラムへのご参加は、一部のプログラムを除き、基本【事前申込み制】です。
着席数 30 席を予定しております。申込み数が上回った場合は、立ち見となる事をご了承の上、お申込みください。
多数のご来場をお待ちしております。
・「ビジネス交流広場」のイベントへのお申込みは、最終頁の「参加申込フォーム」よりお申込みください。

プログラムへのお申込みはこちら
https://jp.research.net/r/56VKPLJ
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【エコプロ 2016 ビジネス交流広場プログラム】
時間
11:15
11:30

11:30
12:10

13:30
14:50

12 月 8 日（木）

時間

オープニング
一般社団法人産業環境管理協
会製品環境部門地域支援ユニ
ット長
壁谷武久

10:30
11:10

特別講演(2)
「テキスタイル商品を中心とする環
境経済循環」
立花テキスタイル研究所長
新里カオリ氏

特別講演(1)
「デロリアンとそれから(仮題)」
日本環境設計（株） 代表取締
役会長 岩元美智彦氏

11:30
12:30

ビジネスワークショップ(2)
スクエア内出展企業によるプレゼン
テーション

オープンイノベーション（1）
オープンイノベーションのため
の大手企業技術ニーズ発信会

13:30
14:10

16:30
18:00

ビジネスワークショップ(1)
スクエア内出展企業によるプレ
ゼンテーション

時間

12 月 10 日（土）

10:30
12:00

特別企画(2)
「もしもプラスチックがこの世か
らなくなったら」
プラスチックみらい研究会
会長 西 奈緒美氏

13:30
15:50

特別企画(3)
「地方創生-あわら三国もりもり
バイオマスの挑戦」
あわら三国木質バイオマス事
業協議会事務局/（株）PTP 専
務取締役 土田和希人氏

（株）環境システムヤマノ
（株）トロムソ
日建リース工業（株）
（株）アクアキューブ
（株）エディプラス
（株）山王

大阪ガス（株） 技術戦略部
オープンイノベーション室室長
樋口裕思氏

15:00
16:20

12 月 9 日（金）

オープンイノベーション(2)
オープンイノベーションのための大
手企業技術ニーズ発信会
大和ハウス工業（株） 環境エネル
ギー事業部長 兼 大和リビングユ
ーティリティーズ（株） 取締役 兼
ＤＴＳ飛騨水力発電株（株） 代表取
締役社長
六反田則幸氏

14:30
15:20

ビジネスワークショップ(3)
スクエア内出展企業様
によるプレゼンテーション
産総研 福島再生可能エネルギー
研究所

いわき市ものづくり中核企業①
いわき市ものづくり中核企業②
いわき市ものづくり中核企業③
BBJ ハイテック（株）
（株）K, office
（株）ウッドプラスチックテクノロジー
コアテック（株）・日本植生（株）
（株）リプロ

15:30
16:10

特別企画(1)
「地方創生マッチング 先進各
地の仕掛け人によるトークショ
ー」

政策セミナー(1)
「通商分野における環境配慮戦略」
経済産業省通商政策局通商機構部
通商交渉調整官 平塚敦之氏

16:30
17:10

政策セミナー(2)
環境省「自立分散型エネルギーの
導入による地域ビジネスの創生支
援（仮題）」
環境省総合環境政策局環境計画課
課長補佐 新原修一郎氏

いわき市ものづくり中核企業②
いわき市ものづくり中核企業③
BBJ ハイテック（株）
アイティオール（株）

北海道下川町
北海道津別町
滋賀県東近江市
岡山県西粟倉村
高知県梼原町

「森林林業における人材育成に
どう向き合うのか－秋田県立大
学の取組み－」
秋田県立大学・木材高度加工
研究所 木質基礎機能教授
高田克彦氏
「福島県会津地域における森林
林業＆木質バイオマス事業構
想について」
(株)アルファフォーラム
代表取締役社長 小林靖尚氏

■ビジネスワークショップ
ビジネスワークショップでは、出展各社から技術・製品やニーズ等を踏まえた事業内容をプレゼンしていただきます。
＜ビジネスワークショップ(1)＞
開催日時：12 月 8 日（木） 15：00～16：20
発表企業：9 社、各 10 分（一部を除く）
○いわき市ものづくり中核企業①（バッテリー分野）
・いわきバッテリーバレー構想に係る諸活動の紹介
○いわき市ものづくり中核企業②（再エネ分野）
・風力発電設備用タワー及び付帯設設備関係技術の紹介
○いわき市ものづくり中核企業③（リサイクル分野）
・多目的インテリジェントクッション素材および開発製品の紹介
○BBJ ハイテック株式会社
・発電、蓄電ハイブリッド電源装置の紹介
○株式会社 K,office
・木製カーテンウォール、ナノテクノロジー石質改質機能材、超軽量断熱ステンレスハイブリッドパネルの紹介
○株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
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・ウッドプラスチック製品、樹脂製敷板Ｗボード・パレットの紹介
○コアテック株式会社
・フレキシブル太陽電池関連商品、発電量簡易計測装置（BantouSUN）の紹介
○日本植生株式会社
・安定した緑化を可能とした植生マット「キョウジンガー」の紹介
○株式会社リプロ
・防災システムの一環として注目されている国内シェア 60％を誇る境界杭、センサ杭の紹介

＜ビジネスワークショップ(2)＞
開催日時：12 月 9 日（金） 11：30～12：30
発表企業等：6 社、各 10 分
○株式会社環境システムヤマノ
・降雪センサーと融雪制御システムを用いた融雪機能付きＰＶ発電システムの紹介
○株式会社トロムソ
・非常用固形燃料「モガミライト」と固形燃料製造装置「グラインドミル」の紹介
○日建リース工業株式会社
・「TranSeeker」・ＧＰＳパレットの紹介
○株式会社アクアキューブ
・ポータブル蓄電池、無リン・無窒素水処理剤「CALFA BAS」、フィトンチッド消臭剤「シャスト」の紹介
○株式会社エディプラス
・羽根のない遠心式撹拌体 C-Mix を用いた浮上式水質浄化装置の紹介
○株式会社山王
・水素だけを通す「水素透過膜」、半田と同等の評価が出た「銀めっきアクリル粒子」の紹介

＜ビジネスワークショップ(3) ＞
開催日時：12 月 9 日（金） 14：30～15：20
発表企業：5 社、各 10 分
○産総研 福島再生可能エネルギー研究所
･被災地企業のシーズ支援プログラムの内容及び成果の報告
○いわき市ものづくり中核企業②（再エネ分野）
・風力発電設備用タワー及び付帯設備関係技術の紹介
○いわき市ものづくり中核企業③（リサイクル分野）
・多目的インテリジェントクッション素材および開発製品の紹介
○BBJ ハイテック株式会社
・発電・蓄電ハイブリッド電源装置の紹介
○アイティオール株式会社
・地方との連携業務、在宅業務などを支援する「ナイセンクラウド」の紹介

■特別講演
特別講演では、環境・エネルギービジネス分野でご活躍の経営者を中心に構成し講演いただきます。
＜特別講演（1）＞
開催日時：12 月 8 日（木） 11：30～12：10
講演テーマ：「デロリアンとそれから(仮題)」

日本環境設計株式会社 代表取締役会長 岩元美智彦氏

1964 年鹿児島県生まれ。繊維商社では営業職に携わるなか、容器包装リサイクル法の制定を
機に繊維リサイクルに深く携わる。2007 年 1 月、現取締役社長の髙尾正樹とともに日本環境設
計を設立。資源が循環する社会づくりを目指し、リサイクルの技術開発だけではなく、メーカー
や小売店など他業種の企業とともにリサイクルの統一化に取り組む。2015 年、アショカ・フェロ
ーに選出。著書『「捨てない未来」はこのビジネスから生まれる』(ダイヤモンド社)。
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＜特別講演（2）＞
開催日時：12 月 9 日（金） 10：30～11：10
講演テーマ：「テキスタイル商品を中心とする環境経済循環」 立花テキスタイル研究所長 新里カオリ氏
1975 年埼玉県生まれ。武蔵野美術大学大学院通学時、旅行で訪れた尾道・向島で帆布工場
を見学したことをきっかけに尾道と東京を往復。
ＮＰＯ法人工房尾道帆布の立ち上げに関わり、2010 年独立し、現・株式会社立花テキスタイル
研究所を立ち上げる。地域で不要とされている耕作放棄地での綿花や藍の栽培から、産業廃
棄物を原料としての環境配慮型ものづくりを目指す。
広島県内での大学他、尾道市内の小中学校で染織や糸紡ぎの指導を行う。

■オープンイノベーションセミナー（オープンイノベーションのための大手企業技術ニーズ発信会）
環境エネルギー分野の有力企業である大阪ガスと大和ハウス工業の 2 社のオープンイノベーション責任者が、現
在それぞれの会社の製品開発や製造工程で必要とされている技術ニーズを発表致します。
＜オープンイノベーション（1）＞
開催日時：12 月 8 日（木） 13：30～14：50
講演者：大阪ガス株式会社 技術戦略部 オープンイノベーション室 室長 樋口裕思氏
＜オープンイノベーション（2）＞
開催日時：12 月 9 日（金） 13：30～14：10
講演者：大和ハウス工業株式会社 環境エネルギー事業部長
兼 大和リビングユーティリティーズ株式会社 取締役
兼 ＤＴＳ飛騨水力発電株式会社 代表取締役社長 六反田則幸氏
■特別企画
話題性のある取組を中心に普及、広報型の特別企画イベントを開催します。
＜特別企画（1）＞
開催日時：12 月 8 日（木） 16：30～18：00
開催テーマ：「地方創生マッチング 先進各地の仕掛け人によるトークショー」
講演者：下川町、津別町、東近江市、西粟倉村、梼原町
＜特別企画（2）＞
開催日時：12 月 10 日（土）10：30～12：00
開催テーマ：「もしもプラスチックがこの世からなくなったら」
講演者：プラスチックみらい研究会 会長 西奈緒美氏
＜特別企画（3）＞
開催日時：12 月 10 日（土） 13：30～15：50
開催テーマ：「地方創生-あわら三国もりもりバイオマスの挑戦」
講演者：あわら三国木質バイオマス事業協議会 土田和希人氏
秋田県立大学・木材高度加工研究所 木質基礎機能教授 高田克彦氏
(株)アルファフォーラム代表取締役社長 小林靖尚氏
■政策セミナー
出展者、来場者からも希望の多い政策担当者による最新の情報提供を行っていただきます。
＜政策セミナー（1）＞
開催日時：12 月 9 日（金） 15：30～16：10
開催テーマ：「通商分野における環境配慮戦略」
講演者：経済産業省通商政策局通商機構部通商交渉調整官 平塚敦之氏
＜政策セミナー（2）＞
開催日時：12 月 9 日（金） 16：30～17：10
開催テーマ：環境省「自立分散型エネルギーの導入による地域ビジネスの創生支援（仮題）」
講演者：環境省総合環境政策局環境計画課課長補佐 新原修一郎氏

上記イベントのお申込みは、「参加申込フォーム」で FAX 送信、或いは下記 URL よりお申込みください。
【お問合せ先】 一般社団法人産業環境管理協会

お申込み URL ：
https://jp.research.net/r/56VKPLJ

製品環境部門地域支援ユニット調査研究チーム
担当：堀田、安井
TEL：03-5209-7825
FAX：03-5209-7716 E-mail: eco-pro@jemai.or.jp
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