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主催／川崎国際環境技術展実行委員会
後

援

駐日バングラデシュ人民共和国大使館、駐日ブルネイ・ダルサラーム国大使館、在日カンボジア王国大使館、中華人民共和国駐日本国大使館、駐日
インドネシア共和国大使館、駐日大韓民国大使館、駐日マレーシア大使館、駐日フィリピン共和国大使館、アメリカ州政府協会、オーストラリアクィー
ンズランド州政府駐日事務所、国際機関日本アセアンセンター、在日ドイツ商工会議所、
（国研）科学技術振興機構、日本経済新聞社、神奈川新聞社、
tvk、共同通信社 横浜支局、
（一社）水素エネルギー協会
川崎商工会議所、
JXTGエネルギー
（株）
、
日本電気
（株）
、
味の素
（株）
、
神奈川トヨタ自動車
（株）
、
川崎信用金庫、
キヤノン
（株）
、
東洋ロザイ
（株）
、
富士通
（株）
、
JFEグループ、伸和コントロールズ（株）、東京ガス（株）、
（株）横浜銀行、川崎アゼリア（株）、
（株）崎陽軒

協

賛

協

力 （公財）川崎市国際交流協会、
（株）
ANAケータリングサービス

同時開催

神奈川県川崎市 川崎区富士見１−１−４

■お問い合わせ

川崎国際環境技術展実行委員会事務局
〒210 - 0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町1１-2 川崎フロンティアビル10階
川崎市経済労働局 国際経済推進室内

Tel. 044-200-2313 Fax. 044-200-3920
E-mail. 28ecotech@city.kawasaki.jp

第32回 先端技術見本市 テクノトランスファー in かわさき2019
公式サイト

http://www.kawasaki-eco-tech.jp かわさきエコテック

開催期間

11/13（水）〜15（金）

ご挨拶

川崎国際環境技術展実行委員会 実行委員長
川崎市長

福田 紀彦

近年、気候変動やマイクロプラスチックによる海洋汚染等の様々な環境問題やエネルギー問題への対策に
ついては、世界規模で議論され、注目を集めています。日本においても、経済産業省や環境省、内閣府等
を中心に、新たなエネルギー・環境イノベーションに関する取組が進められています。
京浜工業地帯の中心に位置する川崎臨海部は、高度成長期に日本経済をけん引してきた反面、大気汚染
や水質汚濁などの甚大な公害問題で苦しみました。しかし、企業・市民・行政それぞれが粘り強く環境改
善に取り組み、青空ときれいな川や海を取り戻してまいりました。企業は環境改善に向けて積極的に投資や
技術開発を行い、市民は啓発活動を展開するなど環境意識を高め、行政は大気汚染防止に関する企業と
の協定締結や公害防止条例制定等に取り組んできました。その結果、世界に誇れる数多くの環境技術や
ノウハウが蓄積され、今では環境と経済が調和する「環境先進都市」のトップランナーとして高い評価を
いただいており、また本年7月には
「環境」
を含めた本市の取組が国から評価され「SDGs未来都市」に選定
されました。
川崎国際環境技術展では、優れた環境技術やノウハウを川崎から国内外に情報発信するとともに、来場者・
出展者の皆様の市場開拓や販路拡大、新たな人脈形成に繋がる交流の場を提供し、環境分野でのイノベー
ションの推進と産業活性化を目指しております。
本展は、更に多くの方々に御来場いただくため、会期を今までの2月から11月に変更すると共に、「収穫
の秋」を意識した「農」企画として、市内の先端技術を活用した「スマートアグリ」の展示や川崎の農産物を販
売する「マルシェ」等を実施する予定でございます。また、SDGsに関連したセミナーなどを開催し、本市とし
てSDGsの取組を推進してまいります。
ビジネスマッチングについては、各関係機関や専門コーディネーターにより、新たなビジネス展開に向け
たセミナーやマッチング支援等を多数行うほか、会場内に商談スペースや通訳も御用意しております。また、
今回は優れた工業製品・技術など、様々なイノベーションの展示・実演を行う「第32回テクノトランスファー
inかわさき2019」
との同時開催により、双方の出展者・来場者間でのビジネスマッチングも期待されます。
ぜひ、この機会をビジネスチャンスとして御活用いただくとともに、環境技術を始めとした様々なイノベーション
を大きな原動力とする
「SDGs未来都市かわさき」
を実感していただきたいと存じます。

SDGs未来都市／ビジネスマッチング
■

川崎市がSDGs未来都市に選定されました！

さまざまな課題を市民、事業者などとの連携・協
働により解決してきた歴史と、持続可能な社会の
実現に向けた取組が国から評価され、7月1日に
「SDGs未来都市」に選定されました。
川崎市は川崎国際環境技術展において、
SDGsセミナーを開催
し、
経済・社会・環境の調和や多様なステークホルダーの皆様
との更なる連携を目指します。

詳細は、
11月13日の会場プログラムをご覧ください。
■

ビジネスマッチングを強力サポート

国内外の出展企業・団体とのビジネスマッチングをサポートする、多様な企画を実施！

●会場内に、ビジネスマッチングの効果を最大化する拠点を設置

大会議室

① 商談スペース（中会議室2〜3）
出展者と来場者とのビジネスマッチングのための、プラ
イバシーに配慮した商談スペース。会期前の予約、また
は当日窓口予約での利用が可能です。

中会議室

③

③ビジネスマッチングコーナー

③ ビジネスマッチングコーナー

出展者と来場者、
支援機関・海外経済機関等との交流促
進を目的として、
名刺交換会を開催。
川崎国際環境技術展
の多岐にわたる業界の出展者や産官学など、
川崎市内外
を問わず、
多様な出会いを創出します。
開催日時：2019年11月13日 17:20〜18：30
開催場所：カルッツかわさき アクトスタジオ

■

大ホール（1階客席）

会場入口

①商談スペース ②ビジネス交流会 会場

② ビジネス交流会

1F

②

①

川崎国際環境技術展会場

開催日時：2019年11月13日〜14日 10:00〜17：00 ※一部利用不可
開催場所：カルッツかわさき 中会議室2〜3

アクト
スタジオ

川崎国際環境技術展会場入口近くに設置。
来場者等のビジネスマッチングに関する相談、
案内窓口
としてご活用ください。
※経営支援NPOクラブによる運営。

対 象：出展者、来場者、各セミナー講師、行政関係者
参加費：1000円／人

開催日時：2019年11月13日〜14日 10:00〜17：00
開催場所：カルッツかわさき 1階大体育室入口

環境出前授業

来場者の方も見学できます

●川崎市内企業等の御協力により、川崎の次世代を担う市内小学生を対象に環境関連の授業を行います。
授業日

11/

13

授業時間
午前の部

10:00-11:00
午前の部

10:00-11:00

会場
（地下1階）

担当者社名

武道室1

旭化成株式会社

家族でいっしょに！
みんなで楽しくエコ生活

武道室2

東京ガス株式会社

燃料電池って何だろう

燃料電池は都市ガスから取り出した水素と空気中の酸素から電気と熱を
つくる新しいエネルギーの利用方法です。
実験を通じて、
地球温暖化を防ぐためにわたしたちができることを考えます。

武道室1

キヤノン株式会社

モノの
「とくちょう」
を
利用してリサイクル
〜理科は地球を救う〜

プリンターの消耗品のリサイクルを題材に、
リサイクルの重要性と効率的な
分別方法を学習します。
また分別実験を通じて、
学校の学習が実際の社会に役立っていることを感じ
てもらいます。

研修室

富士通株式会社

地球1個分で暮らすために
〜エコロジカルフット
プリントから考える〜

今、資源の使い過ぎにより、地球環境問題が深刻化しています。この
授業では、
資源と私たちの暮らしとの関わりを再確認し、
地球１個分で
暮らすためにはどうすればよいのかを考えます。

武道室2

神奈川トヨタ
自動車株式会社

クルマのミライ

地球温暖化や化石燃料の枯渇にむけたエコカー開発、超高齢社会やハン
ディキャップを負う人たちの為のウェルキャブ車両など、日本の産業に
おける自動車の発展と、未来の自動車の姿を考えます。

午前の部

10:00-11:00
午後の部

13:20-14:20

11/

14

午前の部

10:00-11:00
午後の部

13:20-14:20

授業タイトル

午前の部

10:00-11:00
午後の部

13:20-14:20

出前授業内容
「温度と体感温度の違い」
「すだれの効果」
「熱の足音を見る」
など、
地球温暖化
くらしの中でできることを実験を通じ
の原因となるCO2の排出削減のために、
て体感・理解しましょう。

5

会場プログラム
11/13
■

SDGs セミナー《1階 第2・3中会議室》

10：30〜12：00

持続可能な経営に向けて 〜中小企業SDGs戦略〜
これからの企業経営に必須の要素であるSDGsについて、
「資金調達」、
「サプライチェーン」などのキーワードを通じて、SDGsを企業戦略に
取り入れ、地域の様々な主体とつながり、持続可能な中小企業となるためのきっかけとします。
環境省、内閣府、金融機関、市内企業の担当者から最新動向や取組、手法などについてセミナー形式で実施します。

講演者

■

株式会社大和総研 研究主幹

第16回川崎国際エコビジネスフォーラム《1階 第1〜3大会議室》

河口 真理子 氏 ほか
事前登録制

13：00〜17：00

都市と産業の共生に向けて 〜SDGs未来都市かわさきから発信する環境と経済の好循環に向けて〜
2019年SDGs未来都市に選定された川崎市から環境と経済の好循環に向けて、市内企業の優れた環境技術や国内外の環境への取組等を発信します。フォーラムでは、国連環
境計画国際環境技術センター所長 キース・アルバーソン氏から基調講演をいただくとともに、英国、マレーシア、インドネシア、ドイツ等の海外都市や昭和電工（株）、東芝インフ
ラシステムズ（株）、日本原料（株）及び国立環境研究所をはじめとする国内外の研究者などによる2つのセッションを行います。

基調講演

13：00〜13：40

廃棄物発電：情報に基づいた意思決定の仕方及びSDGsへの貢献 他
国連環境計画国際環境技術センター所長 キース
講演者
・アルバーソン 氏
セッション1

13：40〜15：10

環境と経済の好循環に向けた海外都市と市内企業の取組
コーディネーター

国連環境計画国際環境技術センタープログラムオフィサー

セッション2

本多 俊一 氏 ほか
15：30〜17：00

SDGsを通じて実現するグリーン成長 −世界の都市・地域とのインタラクティブな連携−
国立環境研究所社会環境システム研究センター長／
コーディネーター
壮 氏 ほか
東京工業大学先進エネルギー国際研究（AES）センター特任教授 藤田
■

かわさきグリーンイノベーションフォーラム《1階 第4大会議室》

事前登録制

15：05〜16：30

第1 部

15：05〜15：45

有機性廃棄物減容化装置ミシマックスによるベトナムを中心としたアセアンへの取り組みについて
日本ミクニヤ株式会社 発酵分解TSカンパニー グループリーダー 田中 優司 氏
第2 部

15：50〜16：30

持続可能性を追求する時代の企業と自治体 〜SDGsとESG金融から読むこれからの民と官の関係〜
一般社団法人イクレイ日本 事務局長 内田 東吾 氏

11/13

〜15

第32回先端技術見本市テクノトランスファー in かわさき2019

事前登録制

先端技術の見本市「テクノトランスファー」は、企業の新技術・新製品の展示・実演を通じ、販路の拡大・商取引の促進を図るとともに、地域産業の育成振興を目的として毎年開催
しています。今回は大規模コンベンションの利用が可能なカルッツかわさきに会場を移し、川崎国際環境技術展と同時開催して魅力アップを図ります。

【実施セミナー】
■

ナノテクノロジーセミナー《1階 アクトスタジオ》

革新的ナノテクノロジー技術によるエネルギー社会の変革

【11／13 】13:30〜15:30
京都大学化学研究所 准教授

京都大学高等研究院アイセムス 特定助教／株式会社Atomis 創業者兼CTO

■

オープンイノベーションセミナー《1階 アクトスタジオ》

ITベンチャー×モノづくり中小企業

〜自動見積システムで モノづくり産業のポテンシャルを解放する 〜
6

坂本 雅典 氏
樋口 雅一 氏

【11／14 】14:00〜16:00
キャディ株式会社 代表取締役

加藤 勇志郎 氏

11/14
■

講

第1 部

演《大ホール》
寺島実郎の未来塾

事前登録制
in

かわさき2019

11：00~12：00

新たな構造変化を迎えた世界と日本
−新たなルール形成に向けて−

トランプ政権による米国の一国主義の中で世界秩序の基本枠が変わりつつある。そのような流れの中
で令和たる時代の日本が直面する課題を再考証し、日本の進むべき道を検証したい。特に「ルール形成」
を主導する意思が問われていることを確認したい。

第2 部

財部誠一の賢人塾

in

かわさき2019

激動する世界経済

日本企業はどう生き残るか
財部 誠一 氏

事前登録制
10：10〜10：50

SDGsが日本の企業や社会の関心を集めている。SDGsは世界共通のゴールであるだけでなく、市場の成
熟化と成長鈍化、そして温暖化など経営環境の劇的な変化に苦しむ日本企業にとって、企業の社会的責任
（CSR）の具体的な指針であるとともに、ビジネス・チャンスを示してくれる存在でもある。世界最大のCSR
推進組織と言われる「国連グローバル・コンパクト」の活動を通じて見えるCSRやSDGsの動向についてご
紹介したい。

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

グリーンイノベーションセミナー《1階 第4大会議室》

事前登録制

PET分解酵素の発見と活性向上

10：30〜11：10

京都工芸繊維大学の小田名誉教授のグループによってPET分解菌Ideonella sakaiensisが発見されま
した。我々は、この株のゲノム解析を行いPET分解酵素（PETaseと命名）を同定しました。また、界面活性
剤を用いることによりPETaseの活性を劇的に高めることに成功しました。

慶應義塾大学 理工学部 教授

宮本 憲二 氏

地球最後のナゾ
「土」をめぐる旅

11：20〜12：00

地球には12種類の土があります。初めて知ったという人が多いかもしれません。そもそも、土とは何でしょ
うか。ありふれた存在の土は、実のところ謎だらけです。家庭菜園から世界の食糧問題まで土について深く
掘り下げます。足元に広がる小宇宙をのぞいてみましょう。

国立研究開発法人
森林研究・整備機構森林総合研究所 主任研究員

リマーケティングビジネス 〜日本版循環ビジネスの構築〜

藤井 一至 氏
12：10〜12：50

弊社は、東京に本社、群馬県に中間処分場を持ち、99％を超えるリサイクル率を強みとした廃棄物処分業
です。2007年、自社の業務を見直し、廃棄物を新たな素材と捉えた事業の再構築を開始し、2013年に リ
マーケティングビジネス という独自のビジネススキームを確立しました。これまでの私たちの取り組みと、
企業と協働する製品回収スキームなどを事例に、これからの日本版循環ビジネスの可能性を示します。

■

ハーベイロード・ジャパン代表／
経済ジャーナリスト

国連グローバル・コンパクト推進フォーラム《1階 第1〜3大会議室》

SDGsで経営を変える

■

寺島 実郎 氏
13：00~14：00

産業界は100年に一度の変革期と言われている。キーワードはAI、IoTだ。自動車業界に起こっている
CASEやMaaSの動きは社会インフラだけでなく人間の価値観も大きく変えていくだろう。しかしすべて
がデジタル革命に飲み込まれ、労働のほとんどがAIに置き換わったり、モノづくりがなくなるなどという
ことはありえない。どちらにせよ強みや得意なことを武器にすることでしか勝負はできない。冷静な視点
から日本経済の未来を展望し、日本企業はいかにして生き残るか、事例を挙げながら説明する。

■

一般財団法人 日本総合研究所 会長

株式会社ナカダイ 代表取締役
株式会社モノファクトリー 代表取締役

中台 澄之 氏

臨海コンビナート都市連携シンポジウム2019 〜スマートコンビナートを目指して〜《第1〜3大会議室》13：30〜17：00
主催：NPO法人産業・環境創造リエゾンセンター

首都圏コンビナート地 域は、国際 競争力の強化、安全・安心の確保、地 球 温暖 化防止等への 一層の取 組、事業環 境の大きな変 化への対応
等の課題に直面しています。
今回10回目を迎える本シンポジウムでは、
「 川崎国際環 境技術展」と同時開催し、事業所間・地域間のさらなる連携、IoT/AIの活用をはじ
め、スマートコンビナートの構築に向けて、新時代を展望する議論を深めます。
基調講演
パネルディスカッション

コンビナートの未来と川崎臨海部ビジョン
スマートコンビナートを目指して

東京理科大学大学院経営学研究科
技術経営専攻 教授

住友化学株式会社 執行役員千葉工場長

橘川 武郎 氏

荻野 耕一 氏 他4名
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ビジネスプレゼンテーション
■

セミナー・ステージプログラム
11/13（水）

11/14（木）

1階 第2・3中会議室

10:30〜12:00

SDGs セミナー
持続可能な経営に向けて〜中小企業SDGs戦略〜

株式会社大和総研 研究主幹

大ホール

11:00〜12:00 【第１部】寺島実郎の未来塾inかわさき2019
河口 真理子 氏 ほか

セミナー会場
（1階 第4大会議室）
15:05〜15:45

15:50〜16:30

激動する世界経済

かわさきグリーンイノベーションフォーラム【第1部】
有機性廃棄物減容化装置ミシマックスによるベトナムを中心としたアセアンへの取り組みについて
日本ミクニヤ株式会社 発酵分解TSカンパニー グループリーダー 田中 優司 氏
かわさきグリーンイノベーションフォーラム【第2部】
持続可能性を追求する時代の企業と自治体 〜SDGsとESG金融から読むこれからの民と官の関係〜
一般社団法人イクレイ日本 事務局長 内田 東吾 氏

セミナー会場
（1階 第1〜3大会議室）

第１6回川崎国際エコビジネスフォーラム
13:00〜13:40 《基調講演》廃棄物発電： 情報に基づいた意思決定の仕方及びSDGsへの貢献 他
国連環境計画国際環境技術センター長 キース・アルバーソン 氏
13:40〜15:10 《セッション1》環境と経済の好循環に向けた海外都市と市内企業の取組
国連環境計画国際環境技術センタープログラムオフィサー 本多 俊一 氏 ほか
15:30〜17:00 《セッション2》SDGsを通じて実現するグリーン成長 −世界の都市・地域とのインタラクティブな連携−
国立環境研究所社会環境システム研究センター長／
東京工業大学先進エネルギー国際研究（AES）センター特任教授

新たな構造変化を迎えた世界と日本 −新たなルール形成に向けて−

藤田

12:10〜12:40
14:30〜15:00

② 業務効率をスグに向上できるセンシングIoTの基礎

10:30〜11:10

グリーンイノベーションセミナー①
PET分解酵素の発見と活性向上

11:20〜12:00

グリーンイノベーションセミナー②
地球最後のナゾ「土」をめぐる旅

12:10〜12:50

グリーンイノベーションセミナー③
リマーケティングビジネス 〜日本版循環ビジネスの構築〜

セミナー会場
（1階 第4大会議室）

15:10〜15:40

③ 環境関連中国市場開拓！ −日本中小企業活躍の好機−

15:50〜16:20

④ 量産型ナノファイバー溶融装置の開発に伴う新素材の商品化を目指す

■

株式会社ソフトエイジェンシー 代表取締役

立岡 佐到士 氏

一般社団法人 環境ビジネス交流協会 国際交流部 理事長

関西電子株式会社 代表取締役

進士 国広 氏／

永沢 ケン 氏

関西電子株式会社 ナノファイバー事業部 取締役 部長

張本 明良 氏

慶應義塾大学 理工学部 教授

宮本 憲二 氏

国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 主任研究員

藤井 一至 氏

株式会社ナカダイ 代表取締役／株式会社モノファクトリー 代表取締役

中台 澄之 氏

プレゼンステージ
（技術展会場内）

11:40〜12:10

ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 テクニカルマーケティング ダイレクター

財部 誠一 氏

国連グローバル・コンパクト推進フォーラム「SDGsで経営を変える」
臨海コンビナート都市連携シンポジウム 2019 NPO法人産業・環境創造リエゾンセンター

11:10〜11:40

出展企業プレゼンテーション
① ソーラーエッジテクノロジーの自家消費ソリューションと屋根上の安全性

ハーベイロード・ジャパン代表／経済ジャーナリスト

10:10〜10:50
13:30〜17:00

壮 氏 ほか

第16回かわさきものづくり ブランド認定式
低CO2 川崎ブランド '19認定結果発表会

寺島 実郎 氏

日本企業はどう生き残るか

セミナー会場
（1階 第1〜3大会議室）

プレゼンステージ
（技術展会場内）
10:30〜12:00
13:20〜14:20

一般財団法人 日本総合研究所 会長

13:00〜14:00 【第2部】財部誠一の賢人塾inかわさき2019

海外展開ビジネス支援セミナー
JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業について

（独）国際協力機構（JICA）
横浜センター 企画役

JETROの中小企業海外展開支援事業について

（独）日本貿易振興機構（JETRO）横浜貿易情報センター

出展企業プレゼンテーション

13:00〜13:30

⑤ ソーラーエッジテクノロジーの自家消費ソリューションと屋根上の安全性

13:40〜14:10

⑥ 香港： エコテクノロジーベンチャー向けビジネスプラットフォーム

14:20〜15:20

⑦ 環境技術と知的財産権（日本弁理士会関東会）

近藤 正博 氏

ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 テクニカルマーケティング ダイレクター
香港貿易発展局 東京事務所長

永沢 ケン 氏
伊東 正裕 氏

東京都市大学環境学部教授 伊坪 徳宏 氏
第1部：ライフサイクル評価とSDGs
第2部：環境問題解決のための知的財産権 日本弁理士会 関東会神奈川委員会 委員 弁理士 金子 正彦 氏

ビジネスプレゼンテーション（技術展会場内）
出展企業プレゼンテーション①

12:10〜12:40

ソーラーエッジテクノロジーの自家消費ソリューションと屋根上の安全性
ソーラーエッジテクノロジージャパン（株）テクニカルマーケティング ダイレクター

11/

13

出展企業プレゼンテーション②

業務効率をスグに向上できるセンシングIoTの基礎

（株）ソフトエイジェンシー 代表取締役

立岡 佐到士 氏

出展企業プレゼンテーション③

15:10〜15:40
一般社団法人 環境ビジネス交流協会 国際交流部 理事長

出展企業プレゼンテーション④

関西電子（株）ナノファイバー事業部 取締役 部長

進士 国広 氏
近藤 正博 氏

（独）国際協力機構（JICA）横浜センター 企画役

池上 宇啓 氏

関西電子（株）代表取締役

海外展開ビジネス支援セミナー

11:10〜11:40

JICAの中小企業・SDGsビジネス支援事業について
海外展開ビジネス支援セミナー

11:40〜12:10

JETROの中小企業海外展開支援事業について
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張本 明良 氏
15:50〜16:20

量産型ナノファイバー溶融装置の開発に伴う新素材の商品化を目指す

11/

永沢 ケン 氏
14:30〜15:00

環境関連中国市場開拓！ −日本中小企業活躍の好機−

（独）日本貿易振興機構（JETRO）横浜貿易情報センター

有國 美寿穂 氏

出展企業プレゼンテーション⑤

13:00〜13:30

ソーラーエッジテクノロジーの自家消費ソリューションと屋根上の安全性
ソーラーエッジテクノロジージャパン（株）テクニカルマーケティング ダイレクター

出展企業プレゼンテーション⑥

香港貿易発展局 東京事務所長

出展企業プレゼンテーション⑦

伊東 正裕 氏
14:20〜15:20

環境技術と知的財産権（日本弁理士会関東会）
第1部：ライフサイクル評価とSDGs
第2部：環境問題解決のための知的財産権

永沢 ケン 氏
13:40〜14:10

香港：エコテクノロジーベンチャー向けビジネスプラットフォーム
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池上 宇啓 氏

有國 美寿穂 氏

東京都市大学環境学部教授
日本弁理士会 関東会神奈川委員会 委員 弁理士

伊坪 徳宏 氏
金子 正彦 氏

会 場 マップ
カルッツかわさき 全体会場案内図
総合受付
物販コーナー

出展者レストコーナー

2F

観覧席

物販コーナー

第32回
テクノトランスファー
inかわさき2019
小体育室

大体育室

プラザ

観覧エントランス
ホール

未来を創る
スマートアグリコーナー
レストコーナー

来場者レストコーナー

JAセレサ

昭和電工

エントランス
ホール

ルートレック

風除室

観覧
受付

観覧席

ホール
（1階客席）
富士通

プラザギャラリー

総合受付
レストコーナー

エントランス
ホール

ご来場は2F総合窓口にて受付からお願いいたします。
受付前のプラザ（吹き抜けエリア）
では、主催者企画「未来を創るスマートアグリコーナー」
を設置、先端的な農業技術の展示と
新鮮野菜の無料配布、
またJAセレサ川崎によるかわさきそだちの農産物の販売を行っております。
レストコーナーもあります。
小体育室では
「第32回テクノトランスファーinかわさき2019」
を開催。

1F

セミナー会場
小会議室

第12回川崎国際環境技術展
大体育室

大会議室

アクトスタジオ

大ホール企画
寺島実郎の未来塾 in かわさき2019
財部誠一の賢人塾 in かわさき2019

中会議室

商談スペース
総合事務室

クラブハウス

ビジネス交流会

大ホール
（1階客席）

※大ホールへは2階ホール入口から
お入りください。

プレイルーム
屋外展示場へ

第12回川崎国際環境技術展は１階大体育室にて開催いたします。
大ホールでは著名人による大ホール公演を実施、
セミナー会場では多様なセミナーが実施されます。
中会議室2、3は商談スペースとなっております。

B1F

環境出前授業
武道室2

武道室1

女性
更衣室

男性
更衣室

研修室1 研修室2

環境出前授業

車椅子用 スポーツ
更衣室 窓口

トレーニング室

武道室および研修室では、小学生を対象とした環境
出前授業を実施。一般の方の見学も可能です。
トレーニング室前は、土足禁止エリアとなりますので、
案内に従ってご通行をお願いします。

9

その他主催者企画
未来を創るかわさきスマートアグリコーナー
1

3

富士通株式会社
食・農クラウド Akisai（秋彩）／施設園芸サービス／植物工場産「キレイヤサイ」

AI潅水施肥ロボット
「ゼロアグリ」
ハウス栽培における水やりと施肥をAIによっ
て自動化する潅水施肥ロボットを展示いたし
ます。
センサー情報をもとに作物に必要な水
分量を自動で算出、供給いたします。
オラン
ダのような大規模生産者向けの技術ではな
く、
日本やアジアに多い、家族経営の中小
規模生産者が活用できるスマート農業技術
です。農作業の省力化や、品質収量の安
定、栽培技術の伝承に貢献いたします。現
在全国で170台が稼働しています。

富士通では、豊かな食の未来へICT活用を起点に流通・地域・消費者をバリューチェーンで結ぶサービスとして
「食・農クラウド Akisai
（秋彩）」
を提供しています。
スマートアグリコーナーでは、
ハウスとクラウドをつなぎ、
パソコンやスマートフォン、
タブレット端末から、
いつでもどこで
もハウス環境のモニタリングやリモートコントロールが可能な
「施設園芸サービス」
と、
クリーンルームを利用した完全
閉鎖型植物工場で栽培する、低カリウムレタスなどの高付加価値野菜「Akisaiキレイヤサイ」
のご紹介をします。

2

2階デッキ「プラザ」

昭和電工は、総合化学メーカーとしての
多様な技術を融合した植物工場ユニット
の開発及び販売を行っています。昭和電
工の植物工場は、独自の栽培技術「S
法」による赤青LED光を用いた高速栽
培が特徴で、川崎事業所大川地区にあ
る研究所でS法を中心とした栽培研究を
行っています。展示会で
「S法」
を中心とし
た栽培技術、S法栽培を実現するLED植
物工場ユニット、S法で栽培した野菜を中
心にご紹介をさせていただきますので、
ぜ
ひブースにお立ち寄りください。

昭和電工株式会社
LED植物工場ユニット

ルートレック・ネットワークス株式会社

1
4

2
レストコーナー

3
オブジェ

合同庁舎
至 川崎駅

実演・体験展示
7

教育文化会館

川崎市新エネルギー振興協会（イスズ）
タイニーハウス

8

株式会社オスモ
飲み水製造デモ

太 陽 光 発 電・蓄
電池・バイオトイレ
等を備えた移動式
タイニーハウスで
エコ暮らしを体験

9

10

株式会社トーキンオール

10 日本電気株式会社

地 震 等の災 害 時や
長期断水時等、河川
水、防火用水、
プール
水、海水等身近な水
から安全な飲料水を
造ります。
１日1200〜1600人
分を造ります。

11 キヤノン株式会社

外出支援ロボットの実演

NEC 歩行姿勢測定システム

映像要約やプライバシー保護等の
各種ソリューション

六輪独立懸架構造のフレームにロボット機
能を搭載した安心・安全な電動車いす、外
出支援ロボットを動態展示します。段差の
乗り上げや超信地旋回、
ロボット機能によ
る運転支援の様子など、
この乗り物ならで
はの機能を実際に動かして紹介します。

NEC 歩行姿勢測定システム 無人運用版簡易版は、
利
用者自身でシステムを操作し、歩行姿勢を想定すること
ができるシステムです。実際に3Dセンサーに向かって歩
いていただき、
あなたの歩行姿勢を診断してみてください。

数時間の録画映像を数分の映像に要約し、映像の確認作業の大
幅効率化が可能な
「BriefCam」
のご紹介や、映像内の人物をシル
エット表示することで、
プライバシーに配慮しながらモニタリングが可
能な
「Moving Object Mask for Milestone XProtect（シルエット
表示）
のリアルタイム映像等をご紹介します。

かわさきそだちマルシェ
4

5

JAセレサ川崎
野菜・果物・加工品の販売

はぐるまの会
生産者による野菜販売

JAセレサ川崎による
「かわさきそだち」
ほか農産物の販売

「社会福祉法人はぐるまの会」
の会員のみなさんが作った農産物の販売

6

川崎市新エネルギー振興協会（イスズ）
メガソーラーキクラゲ等の販売
メガソーラーの太陽光パネル下の
遊休地を利用して栽培した
「メガ
ソーラーキクラゲ」
や近隣の農家
と連携した農産物（米）
を販売

カルッツかわさき
【川崎国際環境技術展会場】
10 11 1Fホールホワイエ

車両展示

132

12 神奈川トヨタ株式会社
富士見第一駐車場
【屋外展示会場】

屋外展示場

スープラ

ＭＩ
ＲＡＩ

14

5
7

1959年式
初代スタウト

13 神奈川日産株式会社

12

8

1955年式
初代クラウン

6
13

9

スカイライン

GT-R

スカイライン GT-TYPE SP

マイクス
（神奈川トヨタ）
アウトドアガーデン
14 マイクス（神奈川トヨタ）
アウトドア専門ショップ「マイクス」
プレゼンツ
ポータブルピザオーブン実演・試食会
・キャンプ仕様車輌等展示
・ ポータブルピザオーブン実演・試食会
・レストスペース

11

出展者一覧
あ行

か行（つづき）
出展者名

小間番号

出展者名

小間番号

株式会社 アクト

p17

B-9

独立行政法人 環境再生保全機構

p30

H-3

NPO法人アジア起業家村推進機構

p31

H-6

一般社団法人環境ビジネス交流協会

p17

C-12

アジア航測株式会社

p28

C-8

関西電子株式会社

p29

D-4

味の素グループ

p24

A-1

関東経済産業局

p24

A-6

株式会社イーコークス

p21

E-8

株式会社クレハ環境

p21

E-5

株式会社イガデン

p17

C-11

株式会社グローバルファーム

p17

A-7

株式会社イクシス

p25

G-3

慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス 理工学部 応用化学科 奥田研究室

p25

A-8

株式会社インターアクション

p21

E-14

京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議

p30

F-10

株式会社インフォマティクス

p31

H-4

株式会社Kラインサービス

p26

B-16

エクオ株式会社

p21

E-7

有限会社ケー・エス・ピー

p20

D-10

株式会社S.Tホールディングス／株式会社STインターナショナル

p26

B-5

株式会社研電社

p18

B-10

株式会社エックス都市研究所

p21

H-8

コアレックス三栄株式会社東京工場

p21

E-4

MDI株式会社

p26

B-14

工学院大学遠藤新研究室

p30

E-16

エリーパワー株式会社

p28

C-4

光明理化学工業株式会社

p18

H-1

応用技術株式会社

p30

E-15

独立行政法人 国際協力機構 横浜センター（JICA横浜）

p31

D-14

株式会社オスモ

p17

B-21

株式会社コスモサウンド

p23

F-13

株式会社コンシェルジュ

p26

B-3

か行
出展者名

小間番号

さ行

株式会社カスタムテック

p24

A-5

かわさきエコテック

p22

D-12,D-15

特定非営利活動法人 産業・環境創造リエゾンセンター

p31

F-9

かわさきグリーンイノベーションクラスター

p24

A-10

JXTGエネルギー株式会社

p23

C-1

川崎市環境局地球環境推進室

p23

D-2

JFEグループ

p26

D-1

川崎市環境局地球環境推進室（水素関連事業）

p19

E-1

J-クレジット制度（経済産業省・環境省・農林水産省）

p25

A-4

川崎市環境総合研究所

p30

F-5

株式会社ジェントルライティング

p26

B-4

川崎市経済労働局国際経済推進室

p30

F-11

昭和電工株式会社 川崎事業所

p19

D-8

川崎市上下水道局

p17

B-19

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

p27

B-8

川崎市新エネルギー振興協会

p28

屋外

SINKPIA・JAPAN株式会社

p22

E-12

川崎市信用保証協会

p23

F-6

信号器材株式会社

p29

D-5

川崎商工会議所

p30

F-8

専修大学情報科学研究所

p31

H-9

川崎信用金庫

p23

F-7

株式会社 総商

p27

B-7

川崎ゼロ・エミッション工業団地

p23

E-13

株式会社ソフトエイジェンシー

p18

B-20

川崎バイオマス発電株式会社

p28

C-3

かわさき水ビジネスネットワーク

p17

B-18

12

出展者名

小間番号

は行

た行
出展者名

出展者名

小間番号

小間番号

大成建設株式会社

p27

G-6

廃棄物処理・リサイクルIoT導入促進協議会

p22

E-3

株式会社 大勇フリーズ

p27

B-6

日之出産業株式会社

p18

C-6

株式会社ダイワテック

p29

C-9

株式会社ファインテック

p22

E-9

株式会社タクト・マシン・サービス

p27

B-15

フジクス株式会社

p19

C-7

株式会社田崎アサヒ

p29

D-6

富士通株式会社

p25

A-3

株式会社チャレナジー

p29

C-5

藤野興業株式会社

p22

E-11

千代田化工建設株式会社

p19

E-2

株式会社 堀内製作所

p20

D-11

株式会社デジタル・ウント・メア

p25

A-9

香港貿易発展局

p32

H-5

東亜建設工業株式会社

p27

G-7

東京ガス株式会社

p26

B-1

東芝エネルギーシステムズ株式会社

p19

F-2

東洋ロザイ株式会社

p28

G-2

株式会社土壌環境プロセス研究所

p18

C-10

な行
出展者名

小間番号

ま行
出展者名

小間番号

株式会社マイクロネット

p25

A-11

三菱化工機株式会社

p20

F-3

株式会社ミヤサカ工業

p19

C-13

未来工業株式会社

p27

B-17

明治大学/植物工場基盤技術研究センター

p31

H-10

日本精線株式会社

p20

F-4

日本ゼトック株式会社

p29

D-7

日本フイルム株式会社

p20

D-9

日本弁理士会関東会

p31

F-12

株式会社ヤマト

p23

F-14

株式会社日本海水

p18

A-12

株式会社ユニオン産業

p24

B-2

一般財団法人日本環境衛生センター

p22

E-6

日本工営株式会社

p23

B-13

日本システム企画株式会社

p18

B-11

日本電気株式会社

p25

A-2

日本ベーシック株式会社・株式会社エイアイティ共同出展

p18

B-12

独立行政法人 日本貿易振興機構 横浜貿易情報センター（JETRO横浜）

p32

D-13

日本防水工法開発協議会・保証防水工業所・クボタ金属

p28

G-4

日本ミクニヤ株式会社

p22

E-10

農研機構 生研支援センター

p24

G-1

や行
出展者名

小間番号

ら行
出展者名

小間番号

株式会社ライフコミュニケーション

p29

C-2

株式会社ラキール

p28

G-5

株式会社リガリッジ

p19

H-2

理研計器株式会社

p20

F-1

わ行
出展者名
和光産業株式会社

小間番号
p21

H-7

※50音順で記載しております。
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会 場 マップ
カルッツかわさき 1階（大体育室）
川崎市
経済労働局
国際経済推進室

H-10

F-14

和光産業
アジア起業家村
推進機構

E-16

H-7

E-15

日本
ミクニヤ

H-6

インフォ
マティクス

F-13

F-12

E-14

F-11

F-10

F-9

H-5

ファイン イーコー
テック
クス

E-12

E-10

H-4

SINKPIA・
JAPAN
日本
環境衛生
センター

エクオ

E-9

E-8

E-7

E-6

D-15

D-14

D-13

D-12

かわさき
エコテック

JICA
横浜

藤野興業

クレハ環境

E-4

コア
レックス
三栄

E-5

D-11

D-10
ケー・エス・ピー

田崎
アサヒ

関西電子

C-13

ステージ

E-11

JETRO かわさき
堀内
横浜 エコテック 製作所
日本
ゼトック

信号器材

D-7

D-6

D-5

C-12

C-11

C-10

環境
土壌環境
ミヤサカ ビジネス イガデン
プロセス
工業
交流協会
研究所
日之出
産業

フジクス

F-8
川崎
信用金庫

E-13

インター
工学院大学
アク
遠藤新研究室 応用技術
ション

H-8

香港
貿易発展局

川崎
商工
会議所

川崎ゼロ・
エミッション工業団地

専修大学 H-9
情報科学
研究所
エックス都市研究所

産業・環境創造
リエゾンセンター

コスモ
日本弁理士会関東会
サウンド

ヤマト

明治大学

京浜臨海部
コンビナート
高度化等検討会議

C-7

C-6

チャレ
ナジー

D-9
日本
フイルム

D-4

C-9
ダイワ
テック

C-8
アジア
航測

エリーパワー

C-5

C-3
川崎
バイオマス
発電

C-4

H-3
B-21
オスモ

環境再生
保全機構

ソフトエイジェンシー

日本ベーシック・
エイアイティ
リガリッジ
光明理化学工業

H-2

B-19
川崎市
上下水道局
研電社

B-11

B-10

かわさきグリーン
イノベーションクラスター
A-11
A-12 マイクロ
ネット

日本海水
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日本システム企画

B-12

H-1

B-20

A-10

B-18

アクト
B-9

NEDO
B-8

A-9

B-16

B-15

A-8

大勇
フリーズ

総商
B-7

B-6

B-5

S.Tホールディングス／
STインターナショナル

慶應義塾大学
奥田研究室

デジタル・
ウント・
メア

B-17

タクト・
かわさき
Kライン
水ビジネス 未来工業 サービス マシン・
サービス
ネットワーク

A-7
グローバル
ファーム

A-6
関東経済産業局

川崎市
信用保証
協会
F-7

大気・土壌・水環境ビジネス

水素エネルギー

エコプロダクツ

廃棄物・リサイクルビジネス

地域環境への貢献

農と食の環境ビジネス

環境ソリューション

電力・ガス取引事業

省エネ・エネルギーマネジメント

環境土木・環境建築

再生可能エネルギー

環境マテリアル・素材

産学官連携

国際関連

川崎市環境総合
研究所

F-6

三菱
日本精線 化工機

F-5

F-4

F-3

東芝
理研計器
エネルギー
システムズ F-1
F-2
G-7

E-3

E-2

廃棄物処理・
リサイクルIoT
導入促進協議会

E-1

川崎市環境局
地球環境推進室
（水素関連事業）

千代田化工建設

東亜建設
工業
G-6

ビジネス交流会
（アクトスタジオ）
セミナー会場
（大会議室）

大成建設

商談スペース
（中会議室）

G-5

D-8

ラキール

D-1

昭和電工
川崎事業所

G-4

JFEグループ

川崎市環境局
地球環境推進室

日本
防水工法
開発
協議会

D-2
C-1

G-3

C-2

イクシス
JXTGエネルギー

ライフコミュニケーション

G-2

東洋
ロザイ
B-14
MDI

B-13

G-1

東京ガス

農研機構
生研支援
センター

ジェントル コンシェ ユニオン
ライティング ルジュ
産業
B-4

B-3

A-5

A-4

J
カスタム クレジット
テック
制度

B-2

A-3
富士通

口

総合受付

B-1

日本工営

入

A-2
日本電気

A-1

出入口

味の素グループ
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出 展 者 一 覧・概 要
第12回 川崎国際環境技術展
大気・土壌・水環境ビジネス

小間番号

地域環境への貢献

小間番号

環境土木・環境建築

小間番号

株式会社 アクト

p17 B-9

かわさきエコテック

p22 D-12,D-15

大成建設株式会社

p27 G-6

株式会社イガデン

p17 C-11

川崎市環境局地球環境推進室

p23 D-2

東亜建設工業株式会社

p27 G-7

株式会社オスモ

p17 B-21

川崎市信用保証協会

p23 F-6

東洋ロザイ株式会社

p28 G-2

川崎市上下水道局

p17 B-19

川崎信用金庫

p23 F-7

日本防水工法開発協議会・保証防水工業所・クボタ金属

p28 G-4

かわさき水ビジネスネットワーク

p17 B-18

川崎ゼロ・エミッション工業団地

p23 E-13

株式会社ラキール

p28 G-5

一般社団法人環境ビジネス交流協会

p17 C-12

株式会社コスモサウンド

p23 F-13

株式会社グローバルファーム

p17 A-7

JXTGエネルギー株式会社

p23 C-1

株式会社研電社

p18 B-10

日本工営株式会社

p23 B-13

光明理化学工業株式会社

p18 H-1

株式会社ヤマト

p23 F-14

株式会社ソフトエイジェンシー

p18 B-20

株式会社ユニオン産業

p24 B-2

株式会社土壌環境プロセス研究所

p18 C-10

株式会社日本海水

p18 A-12

日本システム企画株式会社

p18 B-11

日本ベーシック株式会社・
株式会社エイアイティ共同出展

p18 B-12

日之出産業株式会社

p18 C-6

フジクス株式会社

p19 C-7

株式会社ミヤサカ工業

p19 C-13

株式会社リガリッジ

p19 H-2

水素エネルギー

小間番号

川崎市環境局地球環境推進室
（水素関連事業）

p19 E-1

昭和電工株式会社 川崎事業所

p19 D-8

千代田化工建設株式会社

p19 E-2

東芝エネルギーシステムズ株式会社

p19 F-2

日本精線株式会社

p20 F-4

三菱化工機株式会社

p20 F-3

理研計器株式会社

p20 F-1

エコプロダクツ

小間番号

農と食の環境ビジネス

再生可能エネルギー
アジア航測株式会社

小間番号

p28 C-8

エリーパワー株式会社

p28 C-4

川崎市新エネルギー振興協会

p28 屋外

川崎バイオマス発電株式会社

p28 C-3

株式会社ダイワテック

p29 C-9

味の素グループ

p24 A-1

株式会社チャレナジー

p29 C-5

農研機構 生研支援センター

p24 G-1

株式会社ライフコミュニケーション

p29 C-2

環境ソリューション

小間番号

小間番号

環境マテリアル・素材

小間番号

株式会社カスタムテック

p24 A-5

関西電子株式会社

p29 D-4

かわさきグリーンイノベーションクラスター

p24 A-10

信号器材株式会社

p29 D-5

関東経済産業局

p24 A-6

株式会社田崎アサヒ

p29 D-6

慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス
理工学部 応用化学科 奥田研究室

p25 A-8

日本ゼトック株式会社

p29 D-7

J-クレジット制度
（経済産業省・環境省・農林水産省）

p25 A-4

株式会社デジタル・ウント・メア

p25 A-9

日本電気株式会社

p25 A-2

富士通株式会社

p25 A-3

株式会社マイクロネット

p25 A-11

電力・ガス取引事業

小間番号

産学官連携

小間番号

応用技術株式会社

p30 E-15

川崎市環境総合研究所

p30 F-5

川崎市経済労働局国際経済推進室

p30 F-11

川崎商工会議所

p30 F-8

独立行政法人 環境再生保全機構

p30 H-3

京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議

p30 F-10
p30 E-16

株式会社イクシス

p25 G-3

工学院大学遠藤新研究室

東京ガス株式会社

p26 B-1

特定非営利活動法人 産業・
環境創造リエゾンセンター

p31 F-9

専修大学情報科学研究所

p31 H-9

有限会社ケー・エス・ピー

p20 D-10

日本フイルム株式会社

p20 D-9

省エネ・エネルギーマネジメント

株式会社 堀内製作所

p20 D-11

p26 B-5

和光産業株式会社

p21 H-7

株式会社S.Tホールディングス／
株式会社STインターナショナル
MDI株式会社

p26 B-14

株式会社Kラインサービス

p26 B-16

国際関連

p26 B-3

NPO法人アジア起業家村推進機構

p31 H-6
p31 H-4

廃棄物・リサイクルビジネス

小間番号

小間番号

日本弁理士会関東会

p31 F-12

明治大学/植物工場基盤技術研究センター

p31 H-10
小間番号

株式会社イーコークス

p21 E-8

株式会社コンシェルジュ

株式会社インターアクション

p21 E-14

JFEグループ

p26 D-1

株式会社インフォマティクス

エクオ株式会社

p21 E-7

株式会社ジェントルライティング

p26 B-4

p31 D-14

株式会社エックス都市研究所

p21 H-8

p27 B-8

株式会社クレハ環境

p21 E-5

国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

独立行政法人 国際協力機構
横浜センター
（JICA横浜）

p32 D-13

コアレックス三栄株式会社東京工場

p21 E-4

株式会社 総商

p27 B-7

独立行政法人 日本貿易振興機構
横浜貿易情報センター
（JETRO横浜）

p32 H-5

p22 E-12

p27 B-6

香港貿易発展局

SINKPIA・JAPAN株式会社

株式会社 大勇フリーズ

一般財団法人日本環境衛生センター

p22 E-6

株式会社タクト・マシン・サービス

p27 B-15

日本ミクニヤ株式会社

p22 E-10

未来工業株式会社

p27 B-17

廃棄物処理・リサイクルIoT導入促進協議会

p22 E-3

株式会社ファインテック

p22 E-9

藤野興業株式会社

p22 E-11
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大気・土壌・
水環境ビジネス

B-9

株式会社 アクト

〒776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島66-3
TEL : 0883-24-8887
FAX : 0883-24-9278
URL：http://www.act-yume.jp/

B-19 川崎市上下水道局

B-18 かわさき水ビジネスネットワーク

〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所第2庁舎
T E L : 044-200-3097
FAX : 044-200-3996
URL：http://www.city.kawasaki.jp/800/

〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1
川崎市市役所第2庁舎
TEL : 044-200-3739
FAX : 044-200-3982
E-MAIL：80keikan@city.kawasaki.jp
URL：https://www.kawabiznet.com

川崎市上下水道局は、 環境に配慮した事業運営を進めています。市内の各ご家庭

「かわさき水ビジネスネットワーク（かわビズネット）」は、 水関連技術・製品等を有
する民間企業と、 上下水道における事業運営の技術・ノウハウを有する川崎市が
参画し、 関係省庁・団体の協力を得ながら水ビジネスを推進するプラットフォーム
であり、 2012年8月に設立されました。2019年9月現在、 83会員と13協力団
体が参加し、 川崎市と交流関係のあるアジア地域を中心に、 世界の水環境改善に
貢献するため、 官民が連携し水ビジネスの実現に向けて取り組んでいます。

C-12 一般社団法人環境ビジネス交流協会

環境ビジネスのグローバルな産官学交流プラットフォームを目指し、日本の環境関
連の優れた技術と製品、 アジア進出したい国内企業を支援しております。これま
で特に中国、 台湾との橋渡しに特色があり、 地方政府、 民間企業、 研究機関から
の要望に応え、日中交流活動を重ねて参りました。これからは中国現地複数の展
示拠点と独自のネットワークを活かし、 拡大する中国の環境ビジネスに参入したい
日本企業への支援をさらに強化します。
支援内容：ビジネスマッチング、 市場調査、 出展、 販路開拓、 技術移転、 投資家
紹介等

株式会社グローバルファーム

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-13
神田第4アメレックスビル303
TEL : 03-5577-7253
FAX : 03-5577-7254
E-MAIL：shimizu@globalfirm.jp
URL：http://www.globalfirm.jp/

電力・ガス取引事業

〒305-0031 茨城県つくば市
吾妻4-17-2-303
T E L : 029-895-6467
E-MAIL：info@ebca.or.jp
URL：http://ebca.or.jp

A-7

環境ソリューション

私たち株式会社オスモは39年の水処理技術を通して、 お客様のサポート、 環境
負荷の軽減を目指します。 半導体工場やディスプレイ工場などのエレクトロニクス
業界で使用される超純水。 食品工場などで使用される安全性の高い飲料用の水。
病院や研究室などで使用される小型の純水装置。そして、 環境保全に欠かせない
排水処理設備やリサイクル設備。水処理装置同様、 販売と設置、メンテナンスを
通して、より多くのお客様に貢献していきたいと考えています。

農と食の環境ビジネス

茨城県の排水処理装置メーカー。MBRや電気分解を使った排水処理装置・クーリ
ングタワー水質改善装置を製造・販売。
膜分離活性汚泥方法。 通常の排水処理工程で必要な固液分離・沈殿施設が不要
になる等、 排水処理施設の省スペース化を実現。

地域環境への貢献

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木
2丁目6番7号
TEL : 044-981-3332
E-MAIL：info@osmo.co.jp

廃棄物・リサイクルビジネス

〒300-2721 茨城県常総市篠山78-4
T E L : 0297-42-6372
FAX : 0297-42-8335
E-MAIL：idj@igaden.com
URL：http://www.igaden.com

エコプロダクツ

B-21 株式会社オスモ

水素エネルギー

弊社製凝集剤「水夢」は、 容易かつ安価に廃液処理を可能にする製品である。自
社での処理が困難で、 廃液全量を産廃業者での処理に委託する場合よりも処理コ
ストを削減することができる。従来の凝集剤と比較して、 処理後に形成される沈殿
物の脱水性、 反応速度、 pH調整の容易さという面で優れている。また、 成分内
容も安全で、自然に採れる鉱物が主成分となっており、 製品自体も処理後の廃水
も環境に優しい。県での大規模工事や福島県の除染事業にも採択されている製品
である。

C-11 株式会社イガデン

や企業に水道水・工業用水を供給するとともに、 排出される汚水を処理して海や川
に放流しています。しかし、 その処理過程においては多くの電力を消費し、また、
温室効果ガスや廃棄物も発生させています。そのため、 省エネルギー機器の導入
や再生可能エネルギーの有効活用、 資源の有効利用に取組み、 地球環境の保全
に貢献しながら良好な水環境の創出を目指しています。

大気・土壌・水環境ビジネス

川崎国際環境技術展

（株）グローバルファームが特に力を注いでいるのは、 天然自然石である緑色片岩
を利用した水の浄化です。
学術名緑色片岩は昨今様々な分野で利用されています。宙石（SORASEKI）と商
標登録された緑色片岩を冷却塔（クーリングタワー）の循環水に利用する分野で販
売活動を開始しています。宙石はこの20年で多くの工場、ビルディング、ホテル
等での実績があり、 ほぼ9割以上が薬剤の添加を中止、ブロー水も大幅に減少し
スケールの剥離効果や配管内の付着を防止するなどの実績を残しています。
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大気・土壌・水環境ビジネス

B-10 株式会社研電社

光明理化学工業株式会社

水素エネルギー
エコプロダクツ
廃棄物・リサイクルビジネス
地域環境への貢献

〒693-0043 島根県出雲市長浜町1372-15
T E L : 03-6423-7032
E-MAIL：k-ishikawa@kendensha.co.jp
URL：http://www.kendensha.co.jp

〒213-0006 神奈川県川崎市高津区
下野毛1-8-28
TEL : 044-833-1245
E-MAIL：qa@komyokk.co.jp
URL：http://www.komyokk.co.jp/

大気汚染や森林破壊環境による地球環境の悪化が深刻な問題とされる21世紀。
環境の改善は人類すべての多々なる願いです。
これに応えるべく「研電社」では、 独自の開発セクションで安心と安全に重点をお
いた製品を開発しています。
昭和33年創業以来の経験にもとづき、 独創的アイディアと技術で日々「人と地球
にやさしい製品」を創り続けています。
株式会社研電社では『固液分離装置』『凝集脱水システム』等の設計・製作・販売
を行っています。

北川式検知管とは簡易型のガス検知器です。小型軽量で現場の作業に適していま
す。わずかな試料で微量ガス濃度を短時間（1～数分）で測定できます。酸素、 一
酸化炭素、 二酸化炭素などの無機ガスや、トルエン、キシレン、 ホルムアルデヒ
ドなどのVOCを測定できます。大気環境、 室内環境、 作業環境、リスクアセスメ
ント、プロセス管理などの分野でご使用頂けます。
また水質用の検知管は、 検知管に試料液を通液することで、 塩素イオンなどの溶
液中濃度を測定することができます。

B-20 株式会社ソフトエイジェンシー

C-10 株式会社土壌環境プロセス研究所

〒323-0820 栃木県小山市西城南5丁目16番地9
T E L : 050-5505-5509
E-MAIL：support@vg-sync.jp

〒223-0056 神奈川県横浜市港北区
新吉田町5780-8
TEL : 045-590-5540
FAX : 045-620-5913
URL：http://dpkhp.co.jp

●4-20mA用IoTデバイス「SuguIoT 4-20」
このIoTデバイスは、 多くの工業用計測器などに装備されているアナログ出力（DC
OUT 4～20mA）を入力としてWebブラウザでの様々な可視化を実現するもの
です。
●ビーコン検出IoTデバイス「SuguIoT ビーコン」
ビーコンとこのIoTデバイスが近距離にあれば、 Webブラウザでの見える化でビー
コンの数に限らず、ビーコンの場所をいつでもキャッチできるという屋内位置観測
の役割を果たします。

回転翼のない連続式混合機を開発しました。
高速噴流体を駆動源としており、 世界初の混合メカニズムと考えてます。
東京電力柏崎原子力発電所で、 絶縁油の汚染土壌35000トンの洗浄に採用され
ました。その実績により、 土木学会環境賞を受賞しました。
（土壌と水）、
（焼却煤、不溶化剤と水）、
（凝集剤と水）の混合実績があります。（液
と液）の混合も可能です。
国立研究開発法人NEDOの2019年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」
に採択されました。

農と食の環境ビジネス
環境ソリューション

A-12 株式会社日本海水

B-11 日本システム企画株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台
4丁目2番5号
御茶ノ水NKビル7階
T E L : 03-3256-8313
FAX : 03-3256-8316
URL：http://www.nihonkaisui.co.jp

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-12
TEL : 03-3377-1106
FAX : 03-3377-2214
E-MAIL：kanri@jspkk.co.jp
URL：http://www.jspkk.co.jp

日本海水は、 国内トップシェアの「塩」のリーディングカンパニーとして、 安心・安
全な塩を皆様にお届けしております。海の恵みである塩造りで培った「技術力」と
「ものづくり」への想いを礎に、 海水資源を活用して環境・食品・農業などの多分
野で事業展開しています。
環境事業部は石炭火力の脱硫中和等に用いられる水酸化マグネシウム、ヒ素、フッ
素、ホウ素のような難処理重金属類の除去を可能とする吸着剤リードシリーズ、ま
たオゾン・ファインバブルを利用した難分解性有機物の排水処理装置などで環境保
全に貢献しております。

日本システム企画株式会社は、配管内赤錆防止装置・商品名「NMRパイプテクター®
」
を製造・販売している企業です。当装置は、 装置本体が発する特定の電磁波の作
用により、 水中の自由電子（水和電子）を利用し、 配管内の新しい赤錆の発生を止
め、 既存の赤錆を水に溶けない防錆被膜の黒錆に変え、 配管を更生して建物寿命
まで延命させます。設置費用は、 配管更新と比較すると、 給水管は1/5以下、 空
調管は1/10以下と大幅に経済的負担を軽減することが可能です。 国内外4,100
棟以上の実績があり、 全ての建物で効果検証を行っています。

B-12 日本ベーシック株式会社・株式会社エイアイティ共同出展

電力・ガス取引事業

〒211-0053 神奈川県川崎市中原区
上小田中2-42-3-301
T E L : 090-2455-3618
FAX : 044-754-2892
URL：http://www.nipponbasic.ecnet.jp/
http://www.hydropure.co.jp
■日本ベーシック：設立 2005年5月17日・資本金 1,000万円
【取扱製品】
・自転車型緊急用浄水装置、収納手廻し型緊急用浄水器
・海水淡水化装置（エンジン式、電動式、手動式）他
■エイアイティ：1983年の創業以来35年、逆浸透膜浄水装置の専門会社として操業
【取扱製品】
・小型飲料水装置（ハイドロピュアシリーズ）
・災害時用移動小型浄水装置（きゃりーぴゅあぴゅあシリーズ）
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H-1

C-6

日之出産業株式会社

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3854
ナガセビル
TEL : 045-507-3031
FAX : 045-507-3032
E-MAIL：k-fujita@hinodesangyo.com
URL：https://www.hinodesangyo.com
日之出産業は1976年創業以来、水処理を通して環境保全に取り組んでまいりまし
た。世界中でこれから益々、 水資源の確保が必要となる中、 高度な技術だけでは
なく維持管理の易しさ、環境への配慮 省エネ 省コストそして各国、各業種にあっ
た持続可能な循環型社会に貢献する排水処理を提案いたします。

フジクス株式会社

C-13 株式会社ミヤサカ工業
〒391-0012 長野県茅野市金沢5568-2
TEL : 0266-79-7115
FAX : 0266-79-5597
E-MAIL：mskcg@po7.lcv.ne.jp
URL：https://mskcg.jp/

1、高圧洗浄全般、除菌消臭高圧洗浄「管洗浄プラス」
2、除菌消臭水の販売 ペット（排泄臭の消臭、雑菌の除去）、運動（洗えない用具の消臭・
除菌、 共有用品の除菌・清掃）、 喫煙所（出入口付近噴霧による喫煙者衣類等付着タバコ
臭の除去）等
3、飼料の成分分析 分析対象…飼料（輸入穀物、魚粉等原料含）、ペットフード、エコフィー
ド（廃棄食品を飼料化したもの）分析項目…主要5成分（水分、粗たんぱく、粗脂肪、粗繊維、
灰分）、カルシウム、リン、塩分等。総繊維（ヘミセルロース、セルロース、リグニン等）。

当社のポリタンク型非常用浄水器「飲めるゾウミニ」は、 期限切れのペットボトル水
を安全な飲料水に再利用できる画期的な製品です。それによりペットボトル水の期
限ごとの入替が不要となり、廃棄を大幅に減らし、廃プラ、食品ロス削減に寄与し
ます。防災、 環境、 食品ロスなど対策が急務な分野で注目を集め、 今までにない
低価格で導入が容易ということもあり、 行政、 大学、 企業はもちろん一般家庭の
導入も進んでいます。

川崎国際環境技術展

水素エネルギー

廃棄物・リサイクルビジネス

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区
登戸510-304
T E L : 044-281-4868
FAX : 044-281-4868
E-MAIL：akashibridge21@hotmail.com
URL：http://www.ligaridge.com

エコプロダクツ

株式会社リガリッジ

水素エネルギー

〒210-0014 神奈川県川崎市川崎区
貝塚1-8-2
T E L : 044-245-0761
FAX : 044-245-5871
URL：http://www.fujiks.com

H-2

大気・土壌・水環境ビジネス

C-7

1）水改質装置（給水管劣化対策、 制菌効果、 抗酸化力向上）
2）非情用ガス発電機（クリーン排ガス、 72時間連続運転、 LP＆都市ガス対応）
3）省電力＆空気清浄シート
（低コスト、 無停電施工、メンテナンスフリー）
4）無電力太陽光照明（太陽光だけの究極照明システム）
5）有機土壌活性剤（無農薬、 無化学土壌活性剤）
6）再利用可能ライティングシート「何度でも使え、どの様な壁や床にも貼付け可能」
7）遮熱フィルム「日射光反射型、 熱線カット率85%以上で空調の省エネを実現」

川崎市環境局地球環境推進室（水素関連事業）

D-8

昭和電工株式会社 川崎事業所

〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1
TEL:044-322-6813
FAX:044-355-8435
URL：http://www.sdk.co.jp/index.htlm

川崎市では、 水素社会の実現を目指し、 水素・燃料電池の利用拡大及び水素認知
度の向上に向けた取組を進めており、 その一つとして、 水素で走る燃料電池自動
車を活用した普及啓発事業に取り組んでいます。市民生活に密接に関わる自動車
の水素関連技術をご覧いただき、 水素利用を身近に感じていただけたら幸いです。

1931年、わが国初の国産法（東京工業試験所法）によるアンモニアと硫安の製造
に成功し、 その歴史をスタートした。現在ではアンモニアをはじめ、 苛性ソーダや
次亜塩素酸ソーダ等の基礎化学品、 窒素、 水素、 酸素を中心とした工業用ガス、
半導体や液晶、 LEDの製造に必要な高純度ガス（アンモニア、 塩素等）、 食品添
加物や化粧品材料などの特殊化学品、 化学物質の分解、 分析に用いる技術であ
る高速クロマトグラフィー用のカラム等、 多彩な製品群を誇っている。

千代田化工建設株式会社

F-2

環境ソリューション

神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所第3庁舎17階
TEL :044-200-2178
FAX:044-200-3921

農と食の環境ビジネス

〒210-8577

E-2

地域環境への貢献

E-1

東芝エネルギーシステムズ株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい
四丁目6番2号
みなとみらいグランドセントラルタワー
TEL :045-225-7777
E-MAIL：HSCD_ADM@chiyodacorp.com
URL：https://www.chiyodacorp.com/jp/

〒212-8585 神
 奈川県川崎市幸区堀川町72-34
東芝川崎ビル14G
TEL:044-331-7702
FAX:044-548-9500
URL：https://www.toshiba-energy.com/
hydrogen/index_j.htm

水素エネルギーとデジタル技術で実現するスマートコンビナート
千代田化工建設は、 総合エンジニアリング会社として川崎臨海部のお客様にご愛
顧いただいて参りました。千代田は水素を常温常圧、 液体の状態で貯蔵・輸送す
る技術を確立。これを基に水素サプライチェーン構築を目指します。またプラント
の運転と保全にデジタルと3D技術を導入し空間全体を分かり易く見える化していく
ことが、これからのプラント運転＆保守の要になると考えバーチャルプラント構想実
現に取組んでおります。スマートコンビナートを支える技術をご紹介します。

東芝の水素エネルギーシステムは、 再生可能エネルギーの不安定性を補間して
導入を促進するのみでなく、 地域の環境対策、 エネルギーセキュリティの向上や
ビジネス機会の創出など、 エネルギーに関する様々な課題に対するソリューション
を提案します。

電力・ガス取引事業

〒220-8765
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大気・土壌・水環境ビジネス

F-4

日本精線株式会社

F-3

三菱化工機株式会社

水素エネルギー

〒573-8522 大阪府枚方市池之宮4-17-1
TEL :072-840-1268
FAX:072-840-5869
E-MAIL：h_iwamoto@n-seisen.co.jp
URL：http://www.n-seisen.co.jp

〒210-8560 神奈川県川崎市川崎区大川町2-1
TEL:044-333-5377
FAX:044-333-5276
E-MAIL：hp@kakoki.co.jp
URL：http://www.kakoki.co.jp

当社が開発したパラジウム銅合金箔膜仕様の高純度水素精製分離膜モジュール
は、 確かな信頼性と優れたコストパフォーマンスで、コンパクトサイズから使用条
件に合わせた最適設計品を御提供致します。また、 MCHを効率的に脱水素反応
できる触媒ワイヤーを紹介致します。

三菱化工機グループは、『モノづくりに根ざした確かな技術と徹底した品質管理に
基づく高品質な製品・設備を提供し社会の発展に貢献する』ことを企業理念とし、
新しい時代のニーズに応えるとともに、 新しい事業分野への積極的なチャレンジを

エコプロダクツ

F-1

行い、お客様のあらゆる要望に対応する製品・技術・サービスを提供してまいります。
クリーンエネルギーとして注目を集める水素に関しては、 100基を超える水素製造
装置の納入実績があり、豊富な経験と技術により水素社会の実現に貢献してまいり
ます。

理研計器株式会社

〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6
TEL :03-3966-1111

廃棄物・リサイクルビジネス

おかげさまで、 理研計器株式会社は80周年を迎えました。
当社は、 設立以来、「人々が安心して働ける環境づくり」を経営理念に掲げ、 産業
防災安全の確保に努めてまいりました。
これから先も、歴史と伝統に支えられた確かな技術をさらに高度化し、信頼の品質、
産業の多様化に対応する製品づくりを追求してまいります。
そして働くすべての方が、 平穏で安全な暮らしを続けていけるよう、 先人たちの意
思を受け継ぎ、 未来に向けて会社を日々成長、 発展させていく所存でございます。

地域環境への貢献
農と食の環境ビジネス

川崎国際環境技術展

D-10 有限会社ケー・エス・ピー

エコプロダクツ

〒463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山2108
TEL : 052-791-8450
FAX : 052-791-8453
E-MAIL：tokyo@ksp-japan.com
URL：https://www.good-film.site

工場床面への新しいご提案をしております。
汚れない床！傷つかない床！ 美観が保てる環境をつくりませんか？

環境ソリューション

塗装の剥がれ・汚れ・傷 そんなお困りごとを「特殊フィルム」で改善致します。
年に何度かの床塗装が不要 コスト削減になり 問題も解決！
アスファルト・コンクリート・縞鋼板のデコボコにも貼れる屋外用シートもお勧め！
～塗るから貼る～へ 5S 工場美化はKSPにお任せ下さい

D-9

電力・ガス取引事業
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日本フイルム株式会社

D-11 株式会社 堀内製作所

〒870-0941 大分県大分市下郡3007-7
TEL : 097-569-5121
FAX : 097-569-6500
URL：http://www.nipponfilm.co.jp

〒405-0033 山梨県山梨市落合271-2
TEL : 0553-22-4887
FAX : 0553-23-2520
E-MAIL：information@horiuchi-s.com
URL：http://www.horiuchi-s-shop.com

全国約230の市町村が指定ごみ袋として採用している「安全グリップ付きロール式
ごみ袋」を出展いたします。
プラスチックごみを削減するため外袋を無くし、再生紙で留めるだけの簡易包装となって
います。
また使い勝手を高め、 袋下部に安全グリップを付加し、ごみ収集時にガラス片など
鋭利な物による労働災害を防止します。
1枚ごとに生産履歴番号を印字し、品質不具合などが出た際、正確に状況把握できる
履歴映像システム（24時間録画、 5年間保存）も備えます。

商品名：「抗菌ライト」
製品や技術PR：この照明は点灯している間、「銀ナノイオン」と酸化チタンの「光
触媒効果」で室内空間を「殺菌」・「除菌」・「消臭」・「脱臭」・「防カビ」出来る画
期的な照明です。 各種細菌・ウィルス・カビへの効果エビデンスは専門の機関で
取得済。商品の種類は、（1）電球形・
（2）蛍光灯形・
（3）ダウンライト形などがあ
ります。又、 光源には省エネで寿命も長い「CCFL冷陰電極管」を採用。節電効果
も期待出来ます。

和光産業株式会社

〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-3-17
T E L : 044-333-7283
FAX : 044-333-7257
E-MAIL：m-nakanishi@wakosangyo.co.jp
URL：http://www.wakosangyo.co.jp

株式会社イーコークス

E-14 株式会社インターアクション

〒150-0001

〒537-0021 大阪府大阪市東成区東中本3-18-21
TEL:06-6975-6555
FAX:06-6975-6566
E-MAIL：info@relaybag.com
URL：http://www.relaybag.com/

弊社の再生燃料製造機ecoksは原料のプラスチック廃材を連続投入し、 低温
領域で熱分解処理するため省エネな装置となっております。 製造される再生燃料
「ecoks Ⓡ」は第4類固体燃料として商標登録済みで油系の高カロリーと炭系の持

「リサイクル物流をサポート」をテーマに、リサイクル資源の分別・収集・運搬容器
「リレーバッグ（通称：フレコンバッグ）」を中心に製品展開し、これとスチール製物
流機器との組み合わせによる≪分別提案≫を行っております。
色・形・大きさなどに富んだ60種類以上のリレーバッグ（フレコンバッグ）のライン
ナップや、 その他フレコンバッグを自立させるフレーム「ツータッチスタンド」など、

続性を併せ持つ固体燃料と違い燃焼後の燃え殻はほとんど残りません。他県への
移動時は産廃物ではなく燃料として輸送できます。再生燃料「ecoks Ⓡ」は農業ハ
ウス、 学校、 病院、 給食センターなどで暖房・給油・融雪・発電などの熱源燃料
として利用可能です。

エクオ株式会社

リサイクル物流に欠かせない充実したサポート製品も展示いたします。会場で見て、
触って、 その実用性の高さを感じてください。

H-8

株式会社エックス都市研究所

〒171-0033

エクオ株式会社は「廃棄物業界をメジャーに!!」を企業理念とし、 HP制作、 動画制
作、 バーチャル工場見学、 パンフレット・ノベルティ制作、クレジットカード決済シ
ステム導入サポート等、 様々なサービスをご提案しております。今回は、ネット上
で工場やオフィス見学が出来るバーチャル工場見学を中心に紹介させて頂きます。

エックス都市研究所は、『持続可能な脱炭素社会』をデザインし、プロデュースす
る専門家集団です。

弊社は、 産業廃棄物の収集運搬・中間処理、 環境関連設備の総合エンジニアリン
グサービスを通じ地球環境保全に努めています。 川崎市に所在する焼却施設は、
難分解性物質であるPFOSの無害化処理や医療廃棄物に対応しており、 廃棄物
焼却で発生する排熱を利用した発電を行い、エネルギー供給にも貢献しています。
また、 併設する川崎物流センターは、 主に低濃度PCB廃棄物・感染性廃棄物の
積替保管に対応しています。
多様化する廃棄物を適正処理し「ものづくりの街・川崎」における静脈産業として循
環型社会の一翼を担っております。

E-4

コアレックス三栄株式会社東京工場

〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区水江町
TEL:044-281-1100
FAX:044-281-1101
URL：http://www.corelex.jp/sanei/

（1）企業紹介

（2）PR
（3）提案

電力・ガス取引事業

〒974-8232 福島県いわき市錦町四反田30番地
TEL :0246-63-1231
FAX:0246-63-1232
E-MAIL：tomohiro_yatsuda@kurekan.co.jp
URL：http://www.kurekan.co.jp/

当社では、 皆様の課題に対して、サスティナビリティ・デザイン事業本部、 環境政
策研究本部、 国際コンサルティング事業本部、 環境エンジニアリング事業本部が
組織の専門性を発揮するとともに、組織の専門領域を超えた横断的課題へ取組み、
総合的な価値の提供に努めます。

環境ソリューション

株式会社クレハ環境

東京都豊島区高田二丁目17番22号
目白中野ビル6F
TEL:03-5956-7505
URL：https://www.exri.co.jp/

農と食の環境ビジネス

〒532-0011 大
 阪府大阪市淀川区西中島
6丁目3-32
第2新大阪ビル7F
TEL :06-4805-7688

E-5

地域環境への貢献

E-7

廃棄物・リサイクルビジネス

東京都渋谷区神宮前三丁目7番7号
泰平ビル501号室
TEL :03-6434-7772
FAX:03-6657-1025
URL：http://ecoks.jp

廃棄物・リサイクル
ビジネス

エコプロダクツ

E-8

川崎国際環境技術展

水素エネルギー

おう吐物を固める凝固剤と、 処理に使うペーパータオル等消耗品・感染を予防す
る靴カバー等一式を揃えた救急箱です。おう吐物を素早く凝固、 除菌、 消臭する
ことで、 処理の迅速化と感染症リスクの低減に寄与します。 凝固剤の主原料は、
ビルクリーニングの床ワックス剥離廃液(従来は産業廃棄物)をリサイクル処理した
「吸水性樹脂」と、「おが屑」、「米ぬか」です。 従来の廃棄物を再利用した特許
技術のエコ製品です。また川崎ものづくりブランド認定品です。

大気・土壌・水環境ビジネス

H-7

 社は設立以来業界に先駆けて芯なし「コアレス」を製品化し、 又
弊
古紙再生システムを開発してきました。従来再生不可能とされて焼
却処分された古紙の資源化を可能にしました。これからも21世紀の
循環型社会で求められる、 創造性豊かな自立した技術者や研究者
等社員の育成に努め持続可能な社会に貢献する企業を目指します。
ひと・緑・未来をつなぐ「にっぽんの暮ら紙」づくり。
「すべての紙は資源と考える」
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大気・土壌・水環境ビジネス

E-12 SINKPIA・JAPAN株式会社
〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田
TEL :045-590-3626
FAX:045-593-1150
E-MAIL：sinkpiajapan@sinkpia-j.co.jp
URL：http://www.sinkpia-j.co.jp

水素エネルギー

『運ばず・燃やさず・その場で処理』バイオ生ごみ処理機シンクピアは事業所・厨
房から生ごみを出さない環境を目指します。生ごみ処理を生ごみの出口である厨房・
事業所等で処理することが理想と考え、これまで困難だった室内設置を実現しまし
た。さらに堆肥型や乾燥型と違い、 投入された生ごみを微生物の力で生分解する
ので、 基本取り出しが不要です。毎日生ごみを投入するだけなので、 快適にご使
用いただけます。ぜひ最先端の業務用生ごみ処理機をご覧ください。

エコプロダクツ

E-10 日本ミクニヤ株式会社

E-6

一般財団法人日本環境衛生センター

〒210-0828

神奈川県川崎市川崎区
四谷上町10-6
TEL:044-288-5095
FAX:044-288-5217
URL：https://www.jesc.or.jp/

1954年の創立以来、 日本環境衛生センターは、 環境・衛生を担う法人として、
生活衛生や環境問題に関わる行政施策等への技術的支援、 人材育成支援、 そし
て国民への情報発信・普及啓発を柱に国内外で技術展開してきました。「蚊とハエ
のいない生活」を目指した衛生確保、 高度成長に伴う公害対策、 持続的発展と循
環型社会形成等、各時代の行政施策等に応じ、国、地方公共団体、企業、NPO
等多くの方々に対して様々な事業支援に取り組んでいます。

E-3

廃棄物処理・リサイクルIoT導入促進協議会

廃棄物・リサイクルビジネス

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-25-10
TEL :044-577-3928
FAX:044-822-1689
E-MAIL：info@mikuniya.co.jp
URL：http://www.mikuniya.jp/

〒805-0062

「ミシマックス」は生ごみや水処理汚泥等の有機性廃棄物を24時間で90％以上減
容化することができる装置です。 廃棄物発生源となる事業場内で減容化を連続で

当協議会は、 産官学連携を前提に廃棄物処理・リサイクル分野におけるIoT導入
方策の検討・国等への政策提言・新規事業の創出等を目指す国内で初めての団体
として設立され、 有識者や自治体、 IT企業、 製造業、 廃棄物処理業者等が参画
するWG活動等での検討を進めています。
IoT技術やそれに伴う新たなビジネスモデルを普及することで、 廃棄物処理・リサ
イクルビジネス業界の課題解決を目指しています。

6か月間行うことが可能であり、 廃棄物処理費等のコストを抑えることが可能です。
また、 オンサイトでの処理のため運搬や焼却を行わないためCO2削減やリサイク
ル率の向上にも有効です。2017年には川崎市の認定制度「低CO2川崎ブラン
ド’17」にも認定され、 今後国内外問わず、 技術の普及を目指していきたいと考え
ております。

地域環境への貢献

E-9

株式会社ファインテック

農と食の環境ビジネス

神奈川県横浜市緑区
長津田町4259番地3
東工大横浜ベンチャープラザW105号室
TEL :045-309-7901
FAX:045-309-7902
E-MAIL：info@finetech.co.jp
URL：http://finetech.co.jp/

福岡県北九州市八幡東区
平野1丁目1番1号
一般社団法人資源循環ネットワーク内
TEL:093-616-1069
FAX:093-616-8150
E-MAIL：info@iot-recycle.com
URL：http://iot-recycle.com/

E-11 藤野興業株式会社

環境ソリューション

〒226-8510

〒585-0004

「地球と子供たちの未来のために小さな一歩を！」 株式会社ファインテックは、 持
続可能な低炭素化社会の実現に向けて、ナノ技術・環境技術の研究開発をしてい
る会社です。ファインテックの事業の柱は、（1）環境・エネルギー （2）グリーン
新素材の開発 （3）制御技術の3つです。特に環境技術分野では未利用廃棄物を
資源化することで、「ゴミゼロ」の持続可能な社会の構築を目標とするAI/IoTを活
用した「破袋分別機」と「粉体乾燥機」の海外展開に注力しています。

従来はゴミとして廃棄処分されたきた特にリサイクルが難しいとされてきた廃ガラ
ス・びん・ガラスびん残渣などを排滓プラントで加工し環境に対する安全性を確保
したうえで再商品化したものが、クリスタルストーン・サンドです。
粒度も調整でき、エッジレス加工を施しているため、 危険がなく安全です。

川崎国際環境技術展

電力・ガス取引事業

地域環境への貢献

大阪府南河内郡河南町山城165
資源リサイクルセンター
TEL:0721-93-1805
FAX:0721-93-1844
URL：http://www.fujino-kougyo.co.jp

D-12,D-15 かわさきエコテック
〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区
駅前本町11-2
川崎フロンティアビル10階
TEL:044-200-2313
FAX:044-200-3920
E-MAIL：28ecotech@city.kawasaki.jp

川崎市は、 1997年に川崎臨海部全体（約2,800ヘクタール）を対象に、 環境と産
業の調和したまちづくりを目指す「環境調和型まちづくり構想（エコタウンプラン）」
を策定し、 国から国内第1号のエコタウン地域の認定を受けました。当ブースでは
川崎エコタウン地域にあるリサイクル施設や環境技術にかかる企業の取組について
ご紹介します。
また、川崎市海外ビジネス支援センター（KOBS）の海外支援コーディネーターによ
る市内企業の皆様からの海外展開に関するご相談を受け付けておりますので、 お
気軽にお立ち寄りください。

22

川崎市環境局地球環境推進室

F-6

川崎市信用保証協会

神奈川県川崎市川崎区
宮本町1番地
TEL :044-200-2169
E-MAIL：30tisui@city.kawasaki.jp

〒210-0024

川崎市ではこれまで、「環境と経済の好循環」をキーワードに、 地球温暖化対策を
着実に推進するとともに、川崎市に集積する優れた環境技術・環境産業を活かし、
地球温暖化対策が経済の活性化にも資する取組を進めてきました。さらに、 産業
振興、 防災対策、 健康維持等にも寄与する「マルチベネフィット」を重視した地球
温暖化対策に取り組んでいます。
当ブースでは、このような川崎市の地球温暖化対策についてご紹介いたします。

川崎市信用保証協会は、「信用保証」を通じて川崎市内中小企業の金融円滑化を
図るため、 70余年にわたりその役割を果たすべく、日々取り組んでおります。今
後も川崎市内の中小企業に寄り添い、 未来を拓く川崎の企業をサポートする機関と
して、 中小企業を支援してまいります。

E-13 川崎ゼロ・エミッション工業団地
〒210-0866

川崎信用金庫は、 地域の事業者の皆さまが抱える様々な経営課題解決のため、 お

将来に向けて持続的な発展を目指す資源環境型のまちづくりの一環として整備を進
めているもので、 事業活動から発生する排出物や廃棄物を可能な限り抑制すると
ともに、これらの再利用・再資源化の循環活用などを図り環境負荷の最小化をめ
ざす工業団地である。また団地全体でISO14001認証取得しています。

C-1

JXTGエネルギー株式会社

神奈川県川崎市川崎区
浮島町7番1号
TEL:044-288-8301
FAX:044-288-8360
URL：https://www.noe.jxtg-group.co.jp/

9月発売の完全新作。
厳選された木を組み上げた、 工芸品のような筐体。
美しい響きを伝えるウッドコーンスピーカー。
配線などの必要もなく、 お好きな場所においてスイッチを入れるだけで、まるで木
製楽器のように深く、 艶やかな高音質が広がります。
ハンドメイドで量産できないため、 量販店・通販等では入手困難な貴重な限定生産
新作モデルです。

原油・天然ガス・石炭・太陽光など一次エネルギーを安定的に調達し、お客様にとっ
て最適なエネルギーに効率的に変換し、 安心にお使いいただくためのトータルなご
提案を行います。
電力事業では、 総合エネルギー企業としての多様な燃料供給を生かし、 経済性に
優れた電力をお届けするため、 ENEOSでんきのブランドを展開しており、 風力、
メガソーラー、 バイオマスなど環境にやさしい電力の開発にも努めています。
水素事業では、 SSネットワークを活用した水素供給インフラの整備により、 水素
社会の実現に貢献していきます。

B-13 日本工営株式会社

F-14 株式会社ヤマト

〒102-8539

東京都千代田区
九段北1-14-6
TEL :03-5276-3930
FAX:03-5276-3024
URL：https://www.n-koei.co.jp/

〒171-0014 東
 京都豊島区池袋2-38-10
TKビル３階
TEL:03-6912-5877
FAX:03-5396-3600
URL：http://www.k-yamato.co.jp/

日本工営は世界中の人々がいきいきと暮らす豊かな社会の実現を目指し、コンサ
ルタント事業、 電力エンジニアリング事業、 都市空間事業、 エネルギー事業など

圧倒的なパワーでテクニックが冴える。
自由自在のゴールドフィンガー
ハイパワー・軽量・コンパクト

電力・ガス取引事業

〒210-8523

環境ソリューション

東京都渋谷区道玄坂1-18-8
道玄坂プラザ仁科屋ビル901
TEL :03-5456-1251
E-MAIL：cosmo-sound@info-trans.co.jp
URL：http://www.cosmosound.co.jp/
company.html

農と食の環境ビジネス

〒150-0043

様々な分野を通じて世界の国づくりに貢献しています。また、SDGsの達成に向け、
当社の優位性・独自性を活かしたソリューションを提供します。
環境分野においては、 生物多様性・大気汚染等の自然環境問題から、 廃棄物や下
水処理の未整備による衛生問題・河川汚濁等の都市環境問題まで、 幅広い分野の
専門家による総合力を活かしたコンサルティングサービスを提供しています。

地域環境への貢献

F-13 株式会社コスモサウンド

神奈川県川崎市川崎区水江町6-6
川崎エコタウン会館
TEL:044-299-5374
FAX:044-299-5371

廃棄物・リサイクルビジネス

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-1
TEL :044-220-2456
FAX:044-244-9880
E-MAIL：k-support@kawashin.co.jp
URL：https://www.kawashin.co.jp/

客さまサポート部を設置しています。創業、新事業展開、新製品開発、販路拡大、
事業承継、 M＆A、 海外展開など、 経営に関する情報の提供、 地域の中小企業支
援機関と連携した専門家派遣によるコンサルティング等を実施します。

エコプロダクツ

川崎信用金庫

神奈川県川崎市川崎区
日進町1番地66
TEL:044-211-0503
FAX:044-222-2080
URL：http://www.cgc-kawasaki.or.jp/

水素エネルギー

〒210-8577

F-7

大気・土壌・水環境ビジネス

D-2
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大気・土壌・水環境ビジネス

B-2

株式会社ユニオン産業

〒211-0036

神奈川県川崎市中原区
井田杉山町2-3
TEL :044-755-1107
FAX:044-755-6711
E-MAIL：union@uni-project.co.jp
URL：https://uni-project.co.jp/

水素エネルギー

植物原料を使用した抗菌性樹脂の製品、 材料「UNI-PELE」の製造販売。お客様

川崎国際環境技術展

農と食の
環境ビジネス

から商品のご要望を承り、自社にて企画・設計・製造の一貫ラインで対応しており
ます。「UNI-PELE」は一般の樹脂に比べて、 燃やした際の有毒ガス発生を抑え、
CO2の発生量は46.9%削減が可能。また、 大腸菌やO-157などといった菌類の
繁殖を防ぐ抗菌性の樹脂です。

エコプロダクツ

A-1

味の素グループ

G-1

農研機構 生研支援センター

廃棄物・リサイクルビジネス

〒210-8680 神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1
T E L : 044-233-0322
FAX : 044-245-1538
URL：https://www.ajinomoto.com/jp/

〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8
パレール三井ビルディング16階
TEL : 044-276-8597
FAX : 044-276-9143
E-MAIL：brainki1@ml.affrc.go.jp
URL：http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/

アミノ酸は地球上の生命の源です。うま味物質であるグルタミン酸がアミノ酸の一
種であることから、 味の素グループはアミノ酸研究を軸に先端バイオ・ファイン技
術を磨いてきました。そこから生まれたおいしさ設計技術を強みとした食品事業と、
アミノ酸の機能と技術を活用したアミノサイエンス事業を展開しています。これから
も、 アミノ酸の無限の可能性を追求する開拓者として、 社会課題の解決に貢献し
続けます。

農研機構・生研支援センターは、公募による研究資金の提供を通じて、農林水産業・
食品産業の発展につながる民間企業、 大学、 公的研究機関のみなさまが行う基礎
から応用・実用化までの研究開発を支援しています。 今回当センターの提供する
委託研究資金に関する情報と当センターのファンディング（研究資金提供事業）に
より、 過去に実施した研究課題の成果の中から、「農と食の環境ビジネス」に関連
する事例を紹介します。

地域環境への貢献

川崎国際環境技術展

農と食の環境ビジネス

環境ソリューション

A-5

株式会社カスタムテック

〒791-0212 愛媛県東温市田窪1818
TEL : 089-990-1919
FAX : 089-990-1920
E-MAIL：custam@abelia.ocn.ne.jp
URL：http://www.custamtec.com/

環境ソリューション

環境にやさしい綴じ紐を開発し、商品化した「ピタリット」をご紹介させていただきます。
日頃より環境問題に関心を持たれている皆様に、少しでもお力になれればとの思い
で開発・製作致しました。
この「ピタリット」は各種伝票・書類を簡単に綴じて頂けるだけでなく、 保管義務の
ある書類等をしっかりと綴じ、 製本することのできるエコ紐です。古紙100％で作
られている「ピタリット」は、 書類を廃棄する際に分別作業をすることもなく、また
シュレッダーにもかけられる、 合理的で地球にやさしい商品です。

A-10 かわさきグリーンイノベーションクラスター

電力・ガス取引事業
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A-6

関東経済産業局

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区
駅前本町11-2
川崎フロンティアビル10階
T E L : 044-200-2335
E-MAIL：28ecotech@city.kawasaki.jp
URL：https://www.kawasaki-gi.jp/

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
TEL : 048-600-0291

川崎市は、「川崎市グリーンイノベーション推進方針」を策定し、川崎の強みと特徴である
環境技術・産業の集積を活かし、「環境」と「経済」の調和と好循環の取組を推進しています。
また、 本推進方針の下、 産学官民の連携によって環境改善に取り組み、 産業振興と国際
貢献を推進するネットワーク「グリーンイノベーションクラスター」の運営を通じて、アセアン
地域を含む国内外で新たな環境ビジネス案件の創出を行っています。現在、90超の企業・
協力団体等に加盟いただいています。 本活動にご関心のある方のご入会をお待ちして
います。

関東経済産業局では、持続可能な経済成長を目指していく上で、関係機関と連携し、中堅・中小企
業の方々が取り組んでいく新たな環境ビジネスの創出や海外展開等の支援を実施しています。
こちらでは、当局管内地域の企業で取り組まれている環境技術や製品等をご紹介いたします。
出展企業
○（株）安斉管鉄
○（株）
トップウォーターシステムズ
○（株）大和三光製作所
また、テレビや洗濯機といった家庭用電化製品のリサイクル（家電リサイクル）についてご紹介します。

慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス 理工学部 応用化学科 奥田研究室

A-4

J-クレジット制度（経済産業省・環境省・農林水産省）

〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3
（J-クレジット制度事務局）
TEL : 03-5281-7588
E-MAIL：offset@jcre.jp
URL：https://japancredit.go.jp/

「地下鉄構内等の閉鎖的空間環境における空気中微粒子汚染状況の計測と可視

事業者の地球温暖化防止対策、 CO2排出削減は、どのような取組をされていま
すか。カーボン・オフセットは誰もが手軽に行える、 地球にやさしい取組です。
J-クレジットを活用したカーボン・オフセットを中心に、 J-クレジット創出等の制度
についてもブースでご紹介いたします。

化」私たちの日常生活の場所の多くは「閉鎖的環境」であり、自宅以外には、 地下
鉄構内や鉄道の地下ホーム、 オフィスビルや集合住宅、ショッピングセンターや
地下街を含む商業施設などが挙げられます。中でも地下鉄構内は代表的な閉鎖的
空間であり、 その空気の汚染が懸念される一方で、これまでその実態については
系統的な調査が行われてきませんでした。 我々は、 地下鉄構内環境等における
微粒子のリスクを可視化し低減する取り組みを進めています。

株式会社デジタル・ウント・メア

J-クレジット制度とは、 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの利用によ
るCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」
として国が認証する制度です。

A-2

日本電気株式会社

〒108-8001 東京都港区芝5-7-1
TEL : 03-3454-1111

産廃・金属リサイクル業者様向けの販売管理/配車管理システムを扱っています。
お客様のご要望に合わせ、 既存のシステム、 パッケージでカバーできない機能もカスタ
マイズで柔軟に対応が可能です。
上記の他にもペーパーレス会議ツール、デジタルサイネージなど、 幅広い分野のツール
の開発を行っています。
2018年には経済産業省中小企業庁のはばたく中小企業300社、スマートSMEサポー
ターに選定されました。
社内システムに関するお困りごとがありましたら、是非一度弊社ブースにお越しください。

＼Orchestrating a brighter world
NECは社会価値創造型企業として、 ICTの力を最大限に活用して、 世界のさま
ざまなお客様やパートナーの皆様と協奏しながら、より明るく、より快適な世界
＼Orchestrating a brighter world の実現に取り組んでいきます。

A-11 株式会社マイクロネット

富士通は、 創業以来、 数多くのイノベーションを実現し、 ICTを通じて社会を支え
てまいりました。 技術の内容は、 時代の変化とともに変遷していきます。しかし、
テクノロジーをコアとして持ち続ける、 そして、 それで勝負する、というのは富士
通のDNAであり、 決して変わりません。富士通は、デジタル社会においても、テ
クノロジーをリードし、 お客様の期待に応えられる存在でありたいと考えています。

株式会社マイクロネットは、 ハードウェア/ソフトウェアの受託開発支援業務を行っ
ている研究開発型の企業です。
当社が開発したANC騒音低減試験システムは、フィードフォワード方式とフィード
バック方式の試験が可能です。 周期的な騒音やランダムな騒音の低減試験ができ
ます。（騒音周波数：～3kHzまで）
本ANC騒音低減試験システムは、 騒音低減を研究・実験されている企業にマッチ
ングします。騒音に関する各種データを簡単に取得でき、 低減するためのフィルタ
係数などを求めることができます。大変に使い易い騒音低減試験システムです。

株式会社イクシス

〒212-0032 神奈川県川崎市幸区
新川崎7-7 2F A32
かわさき新産業創造センター（AIRBIC）
TEL : 044-589-1500
FAX : 045-560-6090
URL：https://www.ixs.co.jp/

国際関連

電力・ガス取引事業

G-3

産学官連携

〒399-0702 長野県塩尻市広丘野村1376-14
TEL : 0263-52-8655
FAX : 0263-52-2693
E-MAIL：sales@micronet.jp
URL：https://www.micronet.jp

環境マテリアル・素材

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター
T E L : 0120-933-919

川崎国際環境技術展

再生可能エネルギー

富士通株式会社

環境土木・環境建築

〒013-0064 秋田県秋田県横手市
赤坂字館ノ下80-1
ベッチモントyokote 2F
T E L : 0182-33-5060
FAX : 0182-33-5060
E-MAIL：ecoa-support@und-meer.com
URL：https://www.und-meer.com/

A-3

省エネ・エネルギーマネジメント

A-9

電力・ガス取引事業

〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-1
T E L : 044-580-1580
E-MAIL：k2-tc@adst.keio.ac.jp
URL：http://www.k2.keio.ac.jp/

環境ソリューション

A-8

私たちイクシスは、「ロボット×テクノロジーで社会を守る」という理念のもと、ロ
ボット技術やAI・Data Service技術を通じて、 近年のインフラ老朽化、自然災害・
異常気象、熟練技能者の減少といった社会的課題をお客様と共に解決すべく、日々
活動しております。
これまで行ってきた点検・業務用ロボットや特殊環境対応型ロボットの開発に加え、
AI・Data Serviceシステムの開発・運用、ビッグデータ解析など、 社会インフラ・
産業インフラに特化した、 高付加価値の製品・サービスを提供しております。
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環境ソリューション

B-1

東京ガス株式会社

〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町6-1
東京ガス株式会社 川崎ビル5階
TEL : 044-211-7212
FAX : 044-211-7138

電力・ガス取引事業
省エネ・エネルギーマネジメント

東京ガスは日本でいち早く天然ガスの高い価値を見出し、 幾多の困難を乗り越え、
LNGの導入を実現しました。LNG導入から50年、 弊社グループは、 技術革新や創
意工夫を重ねながら、 低炭素社会の実現に向けて、 天然ガスの普及拡大・高度利
用に取り組んで参りました。 本技術展では、「LNG50周年 次なる半世紀に向け
た東京ガスグループの取組み」とし、 環境性を意識しつつ、 単にガス・電気を供給
するのではなく、お客さまが必要とするサービスを提供する「Energy as a service
（EaaS）」の事例を紹介いたします。 今後も当社は、 サステナブルな社会の実現に
向けて受け継いできた「フロンティア精神」で真の総合エネルギー企業に進化します。

B-5

株式会社S.Tホールディングス／株式会社STインターナショナル

環境土木・環境建築

大阪府大阪市淀川区宮原1-19-10
新大阪エクセルビル502
TEL :06-6151-3944
FAX:06-6151-3922
E-MAIL：stsales@st-inter.co.jp
URL：http://www.aristi-trap.com

省エネ・エネルギー
マネジメント

B-14 MDI株式会社

〒532-0003

〒210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田3-12-10
TEL:044-201-6822
FAX:044-344-2122

ARISTIトラップは壊れません。
・・・進化した省エネ性能を半永久的に持続できるスチームトラップです。
・・・一度設置すれば交換は不要のため、メンテナンスフリーを実現できます。
・・・蒸気ロスの削減により、 燃料コストとCO2排出量の削減が可能です。

MDI株式会社では、 排熱利用・熱回収の熱交換器など省エネ装置のメンテナンス・
ご相談を行っています。
熱交換器の不具合調査・分析、 省エネのご相談・ご提案、 熱交換器のメンテナンス・
薬液洗浄などについて、お気軽にお問い合わせください。

再生可能エネルギー

B-16 株式会社Kラインサービス

B-3

株式会社コンシェルジュ

環境マテリアル・素材

〒210-0804

神奈川県川崎市川崎区藤崎4-7-13
1F
TEL :044-201-4408
FAX:044-201-4409
E-MAIL：info@klsv.co.jp
URL：http://www.klsv.co.jp

〒108-0072

CSRとSDGs活動に繋がる商品を扱っております。 大規模な工場の節電も可能な
エコモ、 エンジンの燃焼効率を上げて排ガスを低減するPowerConC、 省エネ、
環境改善に必要な商品を扱っております。

「省エネ革命」2019年省エネルギー大賞にノミネートされている成果報酬型省エネ
コンサルティングサービスです。クライアントの支出を限界まで抑えて削減益を最
大に引き出すことを目指してます。 無料診断から運用改善指導・改善機器の納品
や助成金申請など最良の解決策を多くの選択肢の中からご提案いたします。 無理
なく・手間なく・リスクなく省エネ活動を確実に行うことができるサービスが認めら
れて業界では初の省エネルギー大賞の最終選考に残った信頼のコンテンツです。

産学官連携

D-1

JFEグループ

東京都港区白金6-16-20-903
白金タワーズ
TEL:03-6803-6408
E-MAIL：info@econcierge.co.jp
URL：https://www.econcierge.co.jp

B-4

株式会社ジェントルライティング

国際関連

〒210-0868

神奈川県川崎市川崎区
扇島1-1
TEL :044-322-1119
FAX:044-322-1500
URL：https://www.jfe-holdings.co.jp/index.html

〒214-0022

JFEグループでは、 世界トップクラスの生産規模と高い技術開発力を有する鉄鋼
事業を「JFEスチール」が、 最先端技術力をベースとした商品・サービスの提供に
より人々の生活と産業を支えるエンジニアリング事業を「JFEエンジニアリング」
が、 世界中の様々な分野で展開しています。これからも私たちは「挑戦。 柔軟。

弊社は水銀灯に代わる照明「無電極ランプ」及びLED照明の施工販売を手掛けて
おります。 無電極ランプの設置が川崎市ショーウィンドウ・モデル事業として選出
され、川崎市内にある稲田中学校体育館及び世喜商店街に導入しました。
各種スポーツ施設、 工場等、 様々な施設でご利用いただいております。設置又は
販売をお考えの方は、お気軽にご連絡下さい。

誠実。」の行動規範のもと、グループの総力を結集し、「常に世界最高の技術をもっ
て社会に貢献する」ことを企業理念に21世紀のエクセレントカンパニーを目指して
挑戦し続けてまいります。
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川崎国際環境技術展

神奈川県川崎市多摩区
堰1-15-30
TEL:044-811-3171
FAX:044-829-5616
E-MAIL：info@g-lighting.co.jp
URL：http://www.g-lighting.co.jp/

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

B-7

株式会社 総商

神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー
TEL :044-520-5152
URL：https://www.nedo.go.jp/

〒213-0029

NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」や「産業技術力の強化」実現に向
けた技術開発の推進を通じて、 経済産業行政の一翼を担う、 国立研究開発法人で
す。
技術開発マネジメント機関として、 産学官が有する技術力、 研究力を最適に組み
合わせ、リスクが高い革新的な技術開発、 実証を推進してイノベーションを社会実
装することで、 社会課題の解決や市場創出を目指します。

株式会社 総商では、「省エネルギー」や「遮熱」に特化した建物及び自動車フィル
ムの研究開発・施工を行っております。
エネルギーを使わずに物体を冷却するフィルム（Radi-Cool放射冷却フィルム）や、
熱・電磁波制御製膜を使用した高透明遮熱フィルム（X-3）等、 お客様のニーズに
合わせた様々なフィルムを取り扱っております。

株式会社 大勇フリーズ

B-15 株式会社タクト・マシン・サービス

液体窒素を用いた配管工事の不断水工法を確立。
埋設水道管の交換、 施設・工場の配管設備工事、マンション等の給排水管設備工
事を行う配管工事企業。24時間稼働している施設や病院、水抜きや水張り困難な
大型マンション等、 長時間の断水行えない箇所でも短時間で配管工事を行える液
体窒素を利用した不断水凍結工法を確立。凍結には液体窒素を使用し、 専用容器
を用いて配管外部から内部を凍結させるため、 緊急を要する現場や施工箇所が多
い状況でも対応できることが強みである。繁華街の埋没水道管、 首都中枢機関密
集エリアでの実績多数。

EPSONの高速ラインインクジェット複合機。最高印刷速度は100枚/分。
一般的なオフィスで使用されているレーザー方式の印刷速度50枚/分に対して、
約2倍の『生産力』。そのうえ消費電力はなんと
『1/8』
！是非、ご体感ください！

〒103-0021

川崎国際環境技術展

環境土木・環境建築

環境マテリアル・素材

東京都中央区日本橋
本石町3-2-4
TEL :03-3242-7871
FAX:03-3242-7874
E-MAIL：mirai@mirai.co.jp
URL：http://www.mirai.co.jp/

東京都港区芝大門2-9-16
Daiwa芝大門ビル7F
TEL:03-6721-5021
FAX:03-6721-5022
E-MAIL：contact@tkt.co.jp
URL：https://www.tkt.co.jp/

再生可能エネルギー

〒105-0012

環境土木・環境建築

〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂７-１
TEL :048-290-5611
FAX:048-290-5612
E-MAIL：daiyu@daiyufreeze.co.jp
URL：http://daiyufreeze.co.jp/

B-17 未来工業株式会社

省エネ・エネルギーマネジメント

B-6

神奈川県川崎市高津区
東野川2-29-11
TEL:044-788-3377
FAX:044-788-6440
E-MAIL：bid@soushow.co.jp
URL：http://www.soushow.co.jp/

電力・ガス取引事業

〒212-8554

環境ソリューション

B-8

未来工業株式会社は、 電設資材、 給排水設備資材を製造販売しています。近年、
再生エネルギー分野、 省エネ分野の商品開発にも力を入れております。主力商品
「電力マネジャー」は、日本の中小企業のオーナー様、 設備管理者様に無理なく
適切に電気を使用していただき、さらに省エネしていただくための機械です。展示
会当日、リアルタイムにて実演いたします。ぜひ電力マネジャーを見学にいらして
ください。

大成建設株式会社

G-7

産学官連携

G-6

東亜建設工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル21階Sゾーン
TEL :03-5381-3377

〒163-1031

東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワー31階
TEL:03-6757-3800
E-MAIL：toa-webmaster@toa-const.co.jp
URL：https://www.toa-const.co.jp

大成建設では、 環境への取り組みを数多く行っております。 その代表例である静
岡県富士宮市の「富士山南陵工業団地」での取り組みを中心に環境への取り組みの
概要をパネル形式でご紹介いたします。

東亜建設工業は1908年、 神奈川県鶴見に港湾機能を持つ工業用地（現京浜工業
地帯）を造成するため誕生しました。この事業で培われた海洋土木技術は国内外か
ら高い評価を受け、 後に海外進出する糸口となりました。日本はもとより世界の港
湾整備と産業基盤づくりに寄与してきた当社は、 その後、 陸上土木、 建築に事業
を拡大しました。そして100年に亘り培われた当社の技術は、 羽田空港拡張事業
など様々なプロジェクトに活かされています。 最近では、 環境保全、 港湾構造物
の維持管理、 防災に関する技術開発にも力を注いでいます。

国際関連

〒163-0606
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環境ソリューション

G-2

東洋ロザイ株式会社

G-4

日本防水工法開発協議会・保証防水工業所・クボタ金属

電力・ガス取引事業
省エネ・エネルギーマネジメント

〒210-0858

神奈川県川崎市川崎区
大川町12-1
TEL :044-333-8444
FAX:044-333-8445
E-MAIL：touyorozai.kankyou@ac.auonenet.jp
URL：http://www.touyourozai.jp/

〒246-0023

弊社は1961年東洋炉材工業所として創業致しました。
工業炉の設計・施工・メンテナンスまでの一環したシステムを築き、 信頼される技
術で応える工業炉事業部。可燃ごみの焼却時に出る有害物質を無害化する焼却炉
の施工で社会貢献を目指す環境炉事業部。『人と環境に優しい』をモットーに循環型
素材の活用で資源を有効利用し、アートのある街づくりを目指す景環事業部。ラオ
スに支店を設け、木材等の輸入を行う海外事業部の4つの事業部を持っております。
本展示会では各事業部の実績の展示や特産品の展示によるラオスの紹介を致しま
す。

全国19社の外皮工務店が現場の知識を生かし省エネをテーマとした工法・商品開
発をしている団体です。 今回はうち2社が共同出展。 保証防水工業所【屋上防水
エアーコントロール工法】建物の屋上防水内に空気層を設け、 太陽電池ファン付脱
気筒と吸気筒のシステムで新鮮な空気を循環。 防水層内部の水分と蓄熱を取り、
建物の長寿命化と省エネに貢献します。クボタ金属【冷えルーフ】金属折板屋根に
冷えルーフ遮熱シートを被せると日傘効果で夏の遮熱・冬の保温、 1年中効果を発
揮。短工期施工・取り外しも可能な環境省ヒートアイランド対策ETV認定技術です。

G-5

株式会社ラキール

〒105-6233

環境土木・環境建築

東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズ
MORIタワー33階
TEL :03-6441-3866
FAX:03-6441-3867
E-MAIL：lom-sales@lakeel.com
URL：https://www.lafood.jp/

神奈川県横浜市瀬谷区
阿久和東4-23-11
TEL:045-367-1712
FAX:045-367-1708
E-MAIL：staff@hoshobousui.com
URL：http://www.jcwrd.com/

川崎国際環境技術展

再生可能エネルギー

学びたい！そして学んだ事を実践したい！そしてもっと学びたい！自発的な行動に至
る学習環境とはどうあるべきか？「受講者の高い学習効果を上げる教材設計理論に
基づいたオンライン教育ツール」『ナリア アカデミー』を開講いたしました。労働
安全教育を簡単に楽しく学べる新しい教育をご紹介します。ブースでは実際のアニ
メーションを上映しています。

再生可能エネルギー

C-8

アジア航測株式会社

C-4

エリーパワー株式会社

環境マテリアル・素材

〒215-0004

神奈川県川崎市麻生区
万福寺1-2-2
新百合21ビル
TEL :044-969-7510
FAX:044-965-0029
URL：https://www.ajiko.co.jp/

〒141-0032

私たちアジア航測グループは、自社で保有する航空機と最新鋭のセンサによる空
間情報の収集・解析から活用方法の提案、実施プラン策定まで、一貫した技術サー
ビスを提供することで、 安全・安心で豊かな社会を支えています。

当社は、 世界トップレベルの安全性を持つ大型リチウムイオン蓄電池および蓄電シ
ステムを製造・販売しています。
蓄電池システムは、ピークシフトやピークカットなど常時使用はもちろん、 災害時
などによる停電時にはオフィスや家庭のバックアップ電源としても活躍します。

東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ビルディング19階
TEL:03-6431-9044
FAX:03-5740-6105
URL：https://www.eliiypower.co.jp/index.html

産学官連携

可搬型、定置型など使用用途に合わせた製品ラインアップを取り揃えており、今回
は新製品である蓄電容量1.3kWhの可搬型蓄電システム「POWERYIILEHEYA
S（パワーイレ・ヘヤ・エス）」もご紹介いたします。

屋外

国際関連
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川崎市新エネルギー振興協会

C-3

川崎バイオマス発電株式会社

〒210-0007

神奈川県川崎市川崎区
駅前本町11‐2
フロンティアビル10階
TEL :044-200-2867
URL：http://www.kawasaki-energy.net/

〒210-0867

神奈川県川崎市川崎区
扇町12番6号
TEL:044-201-6775
FAX:044-201-6776
URL：https://www.kawasaki-biomass.jp/

当協会は、 市内の太陽光設備や蓄電池の販売・施工、エコ住宅の施工等を行う企
業が中心となって構成されている団体です。
今回は当協会のエコ技術を凝縮したタイニーハウス（省エネ・創エネ・蓄エネモバ
イルハウス）を屋外展示ブースで出展しますので、 エコな暮らしを是非体感してみ
てください。
また、 太陽光パネルや蓄電池といった省エネ機器の導入をお考えの方は、 ぜひ当
ブースまでお越しください。

石油・石炭等の化石燃料を使用せず、 木質バイオマス燃料を利用するバイオマス専焼
発電設備で、「CO2フリー電気」を供給する環境に優しい発電設備です。
川崎バイオマス発電所では、一般家庭38,000世帯が1年間に使用する電力量を作り出し、
年間およそ12万tのCO2を削減することができます。
また、 川崎市の厳格な環境基準をクリアするため、 地方のバイオマス発電所にはない排
煙脱硫装置や排煙脱硝装置といった環境設備を備えた「都市型バイオマス発電所」です。
主燃料には建築廃材チップ、 副燃料には食品残さ系バイオマスを有効利用することで、
エネルギーの地産地消を進めるとともに、資源リサイクルにも積極的に取り組んでいます。

株式会社ダイワテック

C-5

株式会社チャレナジー

〒130-0003

再生可能エネルギー「地中熱」を最大限活用した画期的システムが「地中熱蓄熱式
床暖房」です。エネルギー消費に占める冷暖房の熱需要は非常に高いため、 再生
可能エネルギー熱をより効率的に利用することが重要と考え、このシステムを開発
しました。 床下に一度あたたまると熱が逃げにくい蓄熱材を採用することにより、
さらなる省エネを実現。住宅の玄関先からリビングまで丸ごと床暖房。自然エネル
ギーと蓄熱材を組み合わせたことで24時間暖かく、クリーンで低ランニングコスト
な最高の暖房システムです。

株式会社チャレナジーが開発する「垂直軸型マグナス式風力発電機」は、 一般的
なプロペラの代わりに回転する円筒が風を受けたときに発生するマグナス力を利用
し、かつ、 垂直軸で風力発電機を回転させるため、 台風のような強風や乱流下で
も安定 的に発電が可能です。さらに、 低速で回転する風力発電機は騒音やバード
ストライクといった周辺環境への影響を低減できます。これらの特徴により、 今ま
で風力発電機の設置が困難だった地域でも活用いただけます。また、 通信衛星と
の連携により災害時の通信手段の確保も可能です。

株式会社ライフコミュニケーション

〒261-0023

弊社は、 太陽光発電追尾型（1軸、 2軸）システム及び小形・中型風力発電システ
ムを扱う再生可能エネルギーの専門会社です。 廉価で性能が良いものを所有地・
遊休地にご対案いたします。また、ソーラーシェアリング等、 農地に適したシステ
ムもご案内いたします。併せて蓄電池等の周辺機器、及び太陽光の分譲販売も行っ
ております。

関西電子株式会社

〒143-0013

D-6

株式会社田崎アサヒ

信号器材株式会社

〒211-8675 神奈川県川崎市中原区市ノ坪160
TEL:044-411-2191
FAX:044-422-1543
URL：http://www.shingokizai.co.jp/

創業以来、 鉄道および道路の安全を考え、 パイオニアとして新たな安全安心社会
の実現を目指しています。企画・提案・設計から販売・施工まで、街づくりにおけるトー
タルサービスを行なっております。

D-7

産学官連携

会社創業時より培ってきた放射線計測機器・理化学機器等のノウハウや製造技術
を活用し、 最先端素材であるナノファイバーを溶融型により量産する装置を開発
しました（2017年に特許取得）。 弊社の量産型ナノファイバー溶融紡糸装置は、
500nm前後の繊維（1nmは1メートルの10億分の1）を6kg／時間もの大量生産
ができます。 繊維の種類もPP・PEs・PEなどの代表的な化成品から生分解性の
PLAやその他の複合原料までナノファイバーにできます。 形状は用途に合わせ綿
状やシート状などにできます。

D-5

環境マテリアル・素材

東京都大田区大森南四丁目6番15号
テクノFRONT森ヶ崎208／509号室
TEL :03-6423-2858
FAX:03-6423-2857
E-MAIL：kansai_eigyo@kansaidenshi.
co.jp
URL：http://www.kansaidenshi.co.jp/

環境マテリアル・
素材

再生可能エネルギー

D-4

川崎国際環境技術展

環境土木・環境建築

千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1
住友ケミカルエンジニアリング
センタービル17階
TEL :043-213-6911
FAX:043-213-6091
E-MAIL：otoiawase@lcom-group.jp
URL：https://lcom-group.jp

省エネ・エネルギーマネジメント

C-2

東京都墨田区横川1-16-3
センターオブガレージ
E-MAIL：contact@challenergy.com
URL：https://challenergy.com/

電力・ガス取引事業

〒394-0002 長野県岡谷市赤羽3-12-25
TEL :0266-22-5231
E-MAIL：info@daiwa-tech.co.jp
URL：http://www.daiwa-tech.co.jp

環境ソリューション

C-9

日本ゼトック株式会社

〒130-0011 東京都墨田区石原4-17-2
TEL :03-3624-3541
FAX:03-3624-0336
E-MAIL：yabe@t-asahi.co.jp
URL：http://www.t-asahi.co.jp/

〒252-0146

ISO9001/14001/JISB2401認証取得
半世紀以上に渡り、ゴムOリング、工業用ゴム製品の製造販売に従事
日本を代表する重電機企業/半導体関連企業/上下水弁体機器企業/医療機器関連企業
多岐に渡る分野に信頼と実績を持つ、ゴム配合技術から提案する技術集団。
・耐塩素ゴム（特許取得）
・低摩擦、非固着ゴム
・不変退色カラーゴム
・超耐磨耗ゴム
・超低硬度ゴム
全ての問題を解決します。

日本ゼトックでは、 環境浄化を目的とした2つの新規素材を開発し（特許出願中）、
産業応用・実用化を目的とした新たなビジネスパートナーを求めています。
1）「水に浮く油吸着剤」は、 海洋・河川の油汚染に対し、 簡便且つ迅速に油を回
収できる素材です。 油吸着後も浮いたまま凝集して塊となるため、 回収しやすい
特長があります。
2）「浄化剤」は、 水・空気・土壌中の有害有機物（フェノール、 農薬等）を分解・
除去できる素材です。光のない環境下でも高い分解活性を保持し、 効率的に有害
有機物を分解・除去できる特長があります。

国際関連

神奈川県相模原市緑区
大山町1番5号
TEL:042-775-8700
FAX:042-775-7013
E-MAIL：furuya@zettoc.co.jp
URL：https://www.zettoc.co.jp/
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川崎国際環境技術展

産学官連携

E-15 応用技術株式会社
〒112-0012

東京都文京区大塚1-5-21
茗溪ビルディング6F
TEL:03-5319-3213
URL：https://www.apptec.co.jp/

電力・ガス取引事業

応用技術株式会社は、ものづくり支援やCAD、 GISを活用したソリューションサー
ビス事業、 環境分野や防災・減災分野、 建設ICT・維持管理分野を対象としたエ
ンジニアリングサービス事業を両輪に、 お客様の現場の課題解決に貢献できる技
術・製品・サービスをご提供します。
本技術展では、 川崎市環境総合研究所との共同研究として取り組んでいる「湖沼
等の閉鎖性水域における水質改善に関する技術実証試験」をご紹介します。

省エネ・エネルギーマネジメント

F-5

川崎市環境総合研究所

環境土木・環境建築

〒210-0821

神奈川県川崎市川崎区
殿町3丁目25-13
川崎生命科学・環境研究センター3階
TEL :044-276-8964
URL：http://eri-kawasaki.jp/

〒210-0007

川崎市環境総合研究所は、 殿町国際戦略拠点に立地する川崎生命科学・環境研
究センター内に開設されています。 国連環境計画（UNEP）、 国立環境研究所、
地球環境戦略機関（IGES）や大学などの外部研究機関、 優れた環境技術を有する
市内企業等と連携しながら、 環境に関する総合的な研究を行っています。

我が国の産業発展を牽引してきた川崎臨海部は、 近年工場や湾岸等の施設が工場
夜景に代表されるように、 観光資源として新しい魅力に注目が集まっています。ま
た、 多様なエネルギーの供給拠点として重要な役割を担っております。 本ブース
では、NPOリエゾンセンター、京浜コンビナート高度化等検討会議との連携の下、
臨海部立地企業の連携による競争力強化や環境負荷低減の取組など、こうした臨
海部の今を紹介いたします。

再生可能エネルギー

F-8

川崎商工会議所

環境マテリアル・素材

〒211-0007 神
 奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2
フロンティアビル3階
TEL :044-211-4114
FAX:044-211-4118
URL：http://www.kawasaki-cci.or.jp/

地域総合経済団体として、国際的な視野に立ち、ミッションの派遣、提案要望活動、
産学交流、ものづくり支援、 商店街の活性化、 エコアクション21取得支援など地
域経済の発展・活性化に取り組んでいます。

産学官連携
国際関連
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F-11 川崎市経済労働局国際経済推進室
神奈川県川崎市川崎区
駅前本町11-2
川崎フロンティアビル10階
TEL:044-200-2335
FAX:044-200-3920
E-MAIL：28ecotech@city.kawasaki.jp

H-3

独立行政法人 環境再生保全機構

〒212-8554

神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー
TEL:044-520-9501
FAX:044-520-2131
E-MAIL：erca@erca.go.jp
URL：https://www.erca.go.jp/

独立行政法人環境再生保全機構（ERCA：Environmental Restoration and
ConservationAgency）は、 環境省所管の独立行政法人です。
私たちは、 環境分野での政策実施機関として良好な環境の創出と保全に努め、 地
球規模で対策が必要となる環境問題に対し、ERCAが有する能力や知見を活用して、
国内外のさまざまな要請にこたえることにより、 真に環境施策の一翼を担う組織と
なることを目指します。
［主な業務内容］
○公害健康被害の補償・予防 ○環境保全活動を行うNGO・NPOや学生への支援
○石綿健康被害者の救済
○環境研究総合推進費の配分 等

F-10 京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議

E-16 工学院大学遠藤新研究室

〒231-8588

神奈川県横浜市中区
日本大通1
県庁本庁舎
TEL :045-210-3255
FAX:045-210-8837
URL：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/
y2w/cnt/f12100/index.html

〒163-8677 東京都新宿区西新宿1-24-2
TEL:03-3340-3513

京浜臨海部コンビナートにおける、 事業活動の効率化や省エネルギー等の取組は、
既に個別企業レベルで進められていることから、 今後の一層の展開に当たっては、
企業や業種の垣根を越えた企業間連携による取組が必要です。当検討会議は、 石
油精製、 石油化学、 鉄鋼、 化学、セメント、 電力、ガスなど多様な業種13社で
構成され、「京浜スマートコンビナートの構築」を目標に掲げ、 産業と環境の調和
と好循環、 環境負荷の小さな生産モデルを世界に発信できるコンビナートを目指し
ます。

工学院大学遠藤新研究室は都市デザイン・まちづくりを専門としています。今回出
展するカナドコロの研究では、 増加・常態化が予想される空地を自然共生型社会
構築に向けた川崎市の資源ととらえ（空地の環境問題化を回避しつつ）、 市民によ
る利活用が可能なグリーンインフラとして空地をデザインする技術の開発が目的で
す。グリーンインフラとしての空地デザインの横展開（空地まちづくり構想の推進）
を見据えた研究です。

特定非営利活動法人 産業・環境創造リエゾンセンター

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町66-20
川崎市産業振興会館12F
TEL :044-522-5455
FAX:044-522-5455
E-MAIL：npo_lcie@helen.ocn.ne.jp
URL：http://www.lcie-npo.jp/

〒214-8580

神奈川県川崎市多摩区
東三田2-1-1
TEL:044-911-1238
FAX:044-911-1238
URL：http://senshu-iis.jp/

専修大学は「社会知性の開発」を理念に、川崎市の企業と産官学連携のもとに教育
研究を行っています。情報科学研究所は、「知の発信」拠点である生田キャンパス
にあり、 本学における情報科学研究の成果を広く世に問うことを目的とする機関
です。
【展示内容】
○ワンタイム画像生成を用いた個人認証

H-10 明治大学/植物工場基盤技術研究センター

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-4-2
商工会館・弁理士会館ビル2階
TEL :03-3519-2751
FAX:03-3581-7420
E-MAIL：y.ohashi-jpaa@nifty.com
URL：https://www.jpaa-kanto.jp/

〒214-8571

日本弁理士会関東会は、 関東地域の1都7県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・
茨城県・群馬県・栃木県・山梨県）の弁理士で構成される日本弁理士会の地域組
織です。 知的財産制度の広報や普及、 支援活動を通じて、 関東地域の産業経済
の発展に努めています。知的財産の身近なパートナーとしてお気軽にご利用くださ
い。

明治大学「植物工場基盤技術研究センター」は、 平成21年度、 経済産業省「先進
的植物工場施設整備事業」により設置された植物工場をベースに、 栽培および栽
培装置の開発・研究と植物工場の普及を進める組織です。農学部、 理工学部を中
心に各種エネルギーの効率的栽培システムや、 機能性野菜類の開発・栽培技術な
どの研究を行い、 地域に密着する植物工場のモデル化・実用化を追求します。

H-6

再生可能エネルギー

NPO法人アジア起業家村推進機構

〒210-0821

神奈川県川崎市川崎区殿町1-18-11
アジアサイエンスカフェ
TEL:044-542-5811
FAX:050-3156-7352
URL：http://www.asia.or.jp

環境マテリアル・素材

国際関連

神奈川県川崎市多摩区
東三田1-1-1
TEL:044-934-7639
FAX:044-934-7917
E-MAIL：tlo-ikuta@mics.meiji.ac.jp
URL：https://www.meiji.ac.jp/

環境土木・環境建築

川崎国際環境技術展

省エネ・エネルギーマネジメント

F-12 日本弁理士会関東会

専修大学情報科学研究所

電力・ガス取引事業

産業・環境創造リエゾンセンターは、 川崎臨海部の立地企業を中心とする13社
（現在は、正会員19社）の有志等により平成16年8月に設立されました。当センター
は、 京浜臨海部を主なフィールドとし、 産官学、 市民との連携のプラットホーム
機能を発揮し、 産業の活性化や環境・エネルギー問題の解決に貢献することを
目指して活動を推進しています。

H-9

環境ソリューション

F-9

H-4

株式会社インフォマティクス

産学官連携

アジア起業家村は、 アジア等の人財を育成して、 日本企業とマッチングを図り、
強力な経営者人財として、「アジアの中の日本」を体現する戦力に育成しておりま
す。アジアマーケットを開拓する経営幹部として、ものづくり技術者・技能者として、
戦力として育成・活用してください。ご支援致します。
また、 消費税軽減税率対応モバイルPOSレジ、 中国向け越境ECサイト、 ふる
さと納税対策やインバウンド対策等にご活用いただける自販機などもPRしており
ます。
その外、 事業活動の成果例を展示しております。

D-14 独立行政法人 国際協力機構 横浜センター（JICA横浜）

神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー27F
TEL :044-520-0851
FAX:044-520-0854
E-MAIL：info@informatix.co.jp
URL：http://www.informatix-inc.com/

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-3-1
TEL:045-663-3252
FAX:045-663-3265
URL：https://www.jica.go.jp/yokohama/

株式会社インフォマティクスは空間情報システムのパイオニア的存在として空間
情報に関するシステム販売、 アプリケーション開発、 サービス提供を行ってまい
りました。
空間情報分野において、 長年のシステム開発で蓄積したノウハウや高い技術力
を活かしたソリューションは、 官公庁、 警察・消防、 地方公共団体を中心に、
民間企業、 教育・研究機関など幅広いお客様へ導入されており、 高い評価を
いただいています。

JICAは日本の政府開発援助（ODA）を行う実施機関として、 開発途上国への国際
協力を行っています。JICA横浜は担当地域である川崎市、 横浜市、 相模原市を
はじめとする神奈川県内や山梨県内に存在する魅力的で多様性に富んだ技術や経
験を活かし、皆様のご協力を得ながら、世界の課題解決に向けて取り組んでいます。
民間企業へのご支援といたしましては、 JICAが長年の協力で築いた途上国政府と
のネットワークや信頼関係、 事業で培ったノウハウを活かし、 神奈川県・山梨県の
民間企業の海外展開を支援します。

国際関連

〒212-0014
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D-13 独立行政法人 日本貿易振興機構 横浜貿易情報センター（JETRO横浜）

H-5

香港貿易発展局

電力・ガス取引事業

〒231-0023

神奈川県横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル2階
TEL :045-222-3901
FAX:045-662-4980
URL：http://www.jetro.go.jp/yokohama

〒102-0083

貿易投資相談、 海外展示会出展支援、 商談会実施等を通して、 中小企業の海外
ビジネスを支援します。
ジェトロ横浜は、川崎市をはじめ神奈川県内企業の海外展開をサポートします。

香港貿易発展局は香港の対外貿易・経済関係促進を目的として設立された特殊法
人であり、 香港と諸外国の貿易振興事業や香港を経由したアジアでのビジネス拡
大のための支援に努めています。 展示会事業も行っており、 年間約40本の国際
展示会や国際会議を主催しております。今回ブースでは弊局主催のエレクトロニク
ス、エコ関連、照明関連のフェアをご紹介。スタートアップ企業も多く参加しており、
日本で出会えなかった企業と出会える機会が香港にはあります。ビジネス拡大の機
会及び業界のトレンドを掴む機会として是非ご活用下さい!

省エネ・エネルギーマネジメント

■

物販紹介

東京都千代田区麹町3丁目4番
トラスティ麹町ビル6F
TEL:03-5210-5850
FAX:03-5210-5860
URL：http://www.hktdc.com/info/ms/jp/
Japanese.htm

※2階 物販コーナーで販売中。その他、屋外展示場等にて「かわさきそだちマルシェ」を開催(P.11参照)。

かわさきそだち

かわさき市内のおすすめSHOPたちが集合！

環境土木・環境建築
再生可能エネルギー

崎陽軒 弁当
1

2

シウマイ弁当
860円
（税込）

3

炒飯弁当
890円
（税込）

環境マテリアル・素材

横 浜名物シウマイの妹分として、
昭和29年に登場したシウマイ弁
当。シウマイの他に唐揚げや筍煮
などを盛り込み一 番人気のお 弁
当です。

横濱中華弁当

4

1,080円
（税込）

パラ っとした 食 感 が人 気 の
チャーハン。さらにシウマイのほ
か鶏の唐揚げや塩 焼そばなどを
盛り込み、ボリューム満点に仕上
げました。

横 濱名物「昔ながらのシウマイ」
はもちろん、
「 海老のチリソース」
や「黒酢の酢豚」、
「油淋鶏（ユーリ
ンチー）」といった人気のおかず
を楽しむ、崎陽軒の中華へのこだ
わりが詰まったお弁当です。

5

おべんとう秋
730円
（税込）

風 味 豊 か に ふっくらと 炊き上 げ た
「きのこご飯」や秋に旬を迎えるチン
ゲン菜ときのこを使 用した「チンゲ
ン菜と白滝ときのこの和え物」や、上
品な味わいの「鱒（マス）の味噌幽庵
（ゆうあん）焼き」など色々なおかず
を少しず つ楽しめる、見ても食べて
も秋を感じられるお弁当です。

崎陽軒のお茶
100円
（税込）

「シウマイ、お弁当によく合う
お茶」をコンセプトに、佐賀県
産 釜 炒り茶と、宮崎県産一番
茶をブレンドしたこだわりの
緑茶は、風 味 豊かで飲 んでお
いしく、食べた後 の口の中を
すっきりとさせてくれます。

産学官連携

升本フーズ 弁当
1

特製末広弁当
864円
（税込）

2

特製千石弁当
972円
（税込）

3

特製小望月弁当
972円
（税込）

4

亀戸小町弁当
1,080円
（税込）

5

香取弁当
1,188円
（税込）

国際関連
口取 : 玉子焼き・鰈香味焼
鶏つくね・あさり大仙
茄子オランダ煮
野菜煮物
小松菜の煮浸し
がんも
御飯 : 白飯
こだわりの逸品 :
亀戸大根たまり漬
亀辛麹
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口取 : 玉子焼き・鰈香味焼
鶏つくね・あさり大仙
中華くらげ・野菜煮物
御飯 : 白飯・季節のご飯
古代米
こだわりの逸品 :
亀戸大根たまり漬
亀辛麹

口取 : 玉子焼き・鰈香味焼
鶏つくね
蛸くわい真丈
中華くらげ
野菜煮物
御飯 : 白飯・季節のご飯
こだわりの逸品 :
亀戸大根たまり漬
亀辛麹

口取 : 玉子焼き・鮭塩焼
エビフライ
鶏唐揚げ・鶏つくね
野菜煮物・野菜マリネ
あさり大仙
御飯 : 白飯
こだわりの逸品 :
亀戸大根たまり漬
亀辛麹

口取 : 玉子焼き・鰈香味焼
中華クラゲ
鶏つくね・亀戸揚げ
あさり大仙
野菜煮物
御飯 : 十五目寿司
こだわりの逸品 :
大根たまり漬
亀辛麹

6

お茶
86円
（税込）

川崎市の「知的財産交流事業」を活用して開発された新商品！

市内和菓子屋
「菓子匠
×

末広庵」の特殊製法

大手菓子メーカー
「森永製菓」の特許技術

【 ２階 】
物販コーナーで絶賛販売中！

↓
体に優しいギルトフリーな和スイーツ、宇治抹茶チョコ餡大福

「エンゼルのほっぺ」

キヤノン川崎事業所は、
敷地内緑化を積極的に推進しています。
キヤノンは地域社会はもちろんのこと、
国や地球、自然に対しても社会的責任を全うするよう、
努力を続けてまいります。

私たちは、

川崎国際環境技術展を
応援しています。
神奈川トヨタ

検索

クラウン

神奈川トヨタ所有

初代クラウン

ＭＩＲＡＩ

神奈川トヨタ DTEC ８６R
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協賛企業

■お問い合わせ

川崎国際環境技術展実行委員会事務局
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町1１-2 川崎フロンティアビル10階
川崎市経済労働局 国際経済推進室内

Tel. 044-200-2313 Fax. 044-200-3920
E-mail. 28ecotech@city.kawasaki.jp

■公式サイト

かわさきエコテック

http://www.kawasaki-eco-tech.jp

