注目企画
SDGsエリア内企画
SDGsエリア

貧困解消、ジェンダー平等、気候変動対策といった世界共通17の目標SDGs（Sustainable Development Goals）。2030 年までにこれらの目標を達成するため、グロー

バルな取り組みが広がっています。本エリアでは企業・団体、官公庁・自治体、国際機関
などから、より良い社会を実現しようとする各種の取り組みやSDGs製品、サービスを
紹介します。

2-906

2-902

海洋プラスチックごみ対策パビリオン

森と木で拓くSDGsゾーン
〜森と木のある暮らしの提案〜

〜持続可能なプラスチックの未来に向けて〜
「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ご紹介します。

SDGsの17目標のうち、主に14目標の達成に貢献
できる「持続可能な森づくり・木づかい」等を通し
て、新産業創出・地方創生や森と木のある暮らしを
提案するゾーン。
「ウッドデザイン賞」の受賞作を
紹介するコーナーも併設します。

共催：ウッドデザイン賞運営事務局、

協力：クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
（CLOMA）

入場無料

来場事前登録が

https://eco-pro.com

必須です。

公益社団法人国土緑化推進機構

2-904 プラントベースワールド

2-905 地方創生×SDGs

大豆ミートなどの植物性食品をはじめ、カーボン
ニュートラルへの取り組み、
生分解性素材を用いた
循環型製品の開発などが注目されています。
本企画
では、
プラントベースの
「食」
と、
それにとどまらない
「衣」
「住」の視点から『植物のもつ力』にフォーカス
し、
新時代の新たなライフスタイルをご提案します。

地域の課題解決に向け、製品・サービス、取り組み、
地域資源活用について、SDGs と結び付けてご紹
介します。

企画展示&ステージ

3-903

2-907 第5回 ナノセルロース展2021

GREEN MARKET

「誰もが今すぐできるサステナブル」
を、
循環型商品
の販売を通して提案するエリア。
食品・雑貨・コスメ
など、多彩なエコプロダクツが集結。オーガニック
やアップサイクルを体験するワークショップも併
設し、
来場者とのコミュニケーションを深めます。

ナノセルロースの実用化および産業規模の拡大を
図るために設立された ナノセルロースジャパンと
の共催で、植物由来の再生可能な新素材として注
目されているセルロースナノファイバー（CNF）の
企画展を開催。研究開発から事業化、製造技術か
ら用途開発までの最新情報を紹介します。

3-904 日本の棚田 共同展示コーナー

共催：ナノセルロースジャパン

四季折々に美しい風景を織り成す棚田。稲作の知
恵が集約され、自然と共生する農業の象徴的存在
でもある 棚田 について、日本全国で保全と有効
活用に取り組む関係者が集まり、その魅力と意義
について分かりやすく紹介します。

■セミナー情報（会場：3-905 特設ステージ）
▶12 月8日
（水）13：50 〜14：30
「ナノセルロース分野の国際規格開発動向」
小島 鋭士 氏［RRI代表］
▶12 月9日
（木）14：20 〜15：00
「セルロースナノファイバー −温室効果ガス・ゼロエミッションへの戦略−」
矢野 浩之 氏［京都大学 生存圏研究所 教授］
▶12 月10日
（金）13：30 〜14：10
「実用化・事業化段階にきたセルロースナノファイバー」
北川 和男 氏［（地独）京都市産業技術研究所 高分子系チーム 研究フェロー］

● 会期中、
いつでもどこからでも参加できます！もちろんスマホからでもOK！
● 参加申込はWEB上での会員登録のみでOK！特別なアプリのダウンロードなどは不要です。
● リアル展同様、
主催者や出展者による各種セミナー
（ライブ、
オンデマンド）
を視聴できます！
● メッセージ機能を活用し、
出展者とコミュニケーションをとることができます！

後 援（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

協 力（順不同）
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

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

とは

（事前申込制、一部を除く）※詳細プログラム、お申し込みはエコプロウェブサイトをご参照ください。
3-905 特設ステージ 【受講無料】

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。エコプロOnline2021と連動し、本ステージでの各セッション
をオンラインでも配信します。

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

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。

入場をお断りします。

東京ビッグサイトへの交通案内
■ りんかい線：大崎駅（JR）

約14分

国際展示場駅

■ ゆりかもめ：新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）
■ 路線バス：東京駅八重洲口、丸の内南口（JR）

約22分
約40分

● 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。

新木場駅（JR、東京メトロ）※国際展示場駅下車 徒歩約7分

東京ビッグサイト

※来場事前登録より必ず登録してください。

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
● 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。

同時開催［東 1 ホール］

道路、橋梁、河川、構造物、公共施設などのインフラ維持管理、老朽化対策に関
する技術やソリューションを紹介。共催者のインフラメンテナンス国民会議
の協力で行うカンファレンスや各種企画を通じて、インフラメンテナンスの
普及啓発も図ります。

● 救護室には、
看護師が常駐しております。

※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。

約5分

公式ウェブサイトにアクセス

再生可能エネルギー利用でCO2排出量ゼロを実現した施設、省エネ機器・装
置、カーボンクレジットのモニタリング、カーボンニュートラル推進支援
サービスなど、脱炭素に貢献する機械やサービスを紹介します。

● 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。

東京都江東区有明3-11-1 https://www.bigsight.jp/visitor/access/

東京ビッグサイト駅



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、
SDGs Week EXPO for Businessを構成する各展を、持続可能な社会の構築をコンセプトに同時開催します。

本パンフレットの情報は10月6日現在のもので、内容は変更されることがあります。ウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

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。

必ず来場事前登録をお願いします！

約8分
約35分

気象災害、地震、津波など自然災害対策をテーマに、予測される災害や被害状
況・規模のシミュレーション、具体的な避難・復旧計画のコンサルティング、
災害時用機器や備品などの調達、被害状況の検知など、防災・減災にかかわる
様々な情報を発信します。

SDGs視点で注目を集め、今後の成長が期待される下記5テーマの特別企画
展を実施します。

ヒカリと感染症対策展／グッドスリープ〜快適睡眠展／
災害対策トイレ展／非接触・リモートBiz／食糧問題解決ソリューション展

豊洲駅（東京メトロ）※東京ビッグサイト駅下車 徒歩約3分
門前仲町（東京メトロ、都営地下鉄）

展示会に関するお問い合わせ（12月17日まで）

0120-090-021

9:00~18:00 土・日・祝日を除く

会場案内図

※10月6日現在の情報です。

東1ホール

■ヒカリと感染症対策展
■グッドスリープ〜快適睡眠展
■ 災害対策トイレ展
■ 非接触・リモートBiz
■ 食糧問題解決ソリューション展

出入口

出入口
登録所
東1ホール前

2-902 森と木で拓くSDGsゾーン出展者一覧

3-903 GREEN

●F-07 子森ネット ●F-08 響 ●F-09 日本の森バイオマスネットワーク ふんわりネット
（K-BETS） ●F-11 竹もりの里 ●F-12 木づかい運動事務局
●F-10 蔵前バイオエネルギー
（樹恩ネットワーク） ●F-14 早稲田大学森林環境科学研究室
●F-13 JUON NETWORK
●F-15 世田谷区立明正小学校 ●F-16 やみぞの森 ●F-17 緑のダム北相模
（もり）
づくり全国推進会議
●F-18 東京学芸大EXPLAYGROUND推進機構 ●F-19 美しい森林
●F-20 フォレスト・サポーターズ

●アシストエリア／ATTE ●アフリカンスクエアー ●イガリインターナショナル ●ISATO.FARM
●金鹿工具製作所 ●桐建材 ●グリーンフィールドプロジェクト ●Coco&K. ●五代目 森山清次兵衛
●こんにゃくスポンジKOMACHI ●ジースプレッド ●杉さんの自然米 ●Solmate Socks／If You Care
●太陽工房 ●TAEKO ●つめから ●TwoTrees ●ネパリ・バザーロ ●パルシック ●Fana earthy
●フェアトレードはちみつ 五タラント ●ふらのわ ●BLUE ●フルーツパレット ●ブルガリア・ローズ・ジャパン
●HOKKAI NOKEN ●堀内ウッドクラフト ●メルーナ ●YUMEZAIKU ●rik skog ●レトロバンク
●ロォーリング

3-902・2-903 NPO協働プラザ出展者一覧
●N-01 ふくしまオーガニックコットンプロジェクト ●N-02 自然体験学校 沖縄校 ●N-03 自然体験学校
●N-05 アニマルライツセンター ●N-06 NPO尾瀬自然保護ネットワーク
●N-04 日本環境管理監査人協会
●N-07 雨水市民の会 ●N-08 生態工房 ●N-09 河北潟湖沼研究所 ●N-10 ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト
●N-11 NPO住まいの寺子屋 ●N-12 サステナブル・プラットフォーム ●N-13 純銀アート協会
●N-14 全国木材資源リサイクル協会連合会 ●N-15 北日本木材資源リサイクル協会 ●N-16 環境市民
●N-17 地域環境デザイン研究所ecotone ●N-18 地中熱利用促進協会
●N-19 全日本自動車リサイクル事業連合

MARKET出展者一覧

3-901 大学・教育機関コーナー出展者一覧
●E-01
●E-04
●E-09
●E-14
●E-18
●E-24
●E-31
●E-36
●E-40
●E-47
●E-52

環境ネットワークキャンパス
（群馬大学）
／GLOBAL E-Cam
（足利大学）
／サンデン環境みらい財団 ●E-02 日本リモートセンシング学会 ●E-03 Field Assistant Network
琉球大学エコロジカル・キャンパス学生委員会 ●E-05 琉球大学 ●E-06 戸板女子短期大学 ●E-07 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-08 東京農業大学 土壌肥料学研究室
東邦大学 東邦Ecolution ●E-10 東邦大学 フードロス削減プロジェクト ●E-11 獨協大学高安ゼミ多様性野菜レスキュー隊 ●E-12 文化学園大学 USR推進室 ●E-13 文化学園大学
法政大学人間環境学部金藤研究会 ●E-15 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-16 法政大学環境センター ●E-17 横浜市立幸ケ谷小学校
横浜市立大学・Blue Laboratory ●E-19 岩手県立大学地域政策研究センター ●E-20 岩手県立大学 ●E-21 上智大学地球環境研究所 ●E-22 近畿大学 ●E-23 三重大学 木質分子素材制御学研究室（野中研）
三重大学 ●E-25 三重大学環境ISO学生委員会 ●E-26 創価大学 ●E-27 関西大学 ●E-28 日本工業大学 ●E-29 高崎商科大学 上州ぐんまESD実践研究会 ●E-30 女子美術大学
女子美術大学 廃材プロジェクト ●E-32 東京大学 TSCP学生委員会 ●E-33 日本LCA学会環境教育研究会 ●E-34 東京都市大学産官学交流センター ●E-35 東京都杉並区立浜田山小学校
全国小中学校環境教育研究会 ●E-37 聖学院大学 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-38 麻布大学環境科学科 ●E-39 中部大学ESDエコマネーチーム
明治大学政治経済学部大森正之ゼミナール ●E-41 千葉商科大学 ●E-42 信州大学 ●E-43 日本土壌肥料学会 ●E-44 日本農業検定 ●E-45 日本ペドロジー学会 ●E-46 東京都市大学ISO学生委員会
東京都市大学 環境学部 伊坪LCA研究室 ●E-48 実践女子大学 現代生活学科 環境・エネルギー研究室 ●E-49 国際基督教大学 ●E-50 武蔵野大学 環境システム学科 ●E-51 千葉大学環境ISO学生委員会
私立大学環境保全協議会

