リアルとオンラインのハイブリッド開催

入場無料
事前登録必須

リアル開催

2022年5月12日㈭〜14日㈯
名古屋市国際展示場 第２展示館
（ポートメッセなごや）

主

催／環境新聞社

共

催／名古屋市

オンライン開催

2022年3月15日㈫〜6月30日㈭
https://www.nfee.jp/

名古屋から発信するサステナブルライフスタイル
本展では、新型コロナウィルス対 策を徹 底 の 上、開催します。

必ず来場事前登録をお願 いします。※事前登録が難しい方は当日受付も可能です。
1

公式ウェブサイトにアクセス

※来場事前登録より必ず登録してください。

2

来場者証（QRコード付）
を
プリントアウトして会場に持参

3

来場者証をバッジホルダー
に入れて入場

東名阪

名港中央IC

名古屋港

道

動車
湾岸自

伊勢

速
名古屋高

手指消毒

あおなみ線

検温の実施

名古屋駅
道
自動車

名古屋第二環状
自動車道

マスクの着用

※会場にお越しの際は必ずマスクの着用をお
願いします。会期当日に体調不良の方はご
来場をお控えください。
ご入場の際の検温時に37.5度以上、症状が
ある方は入場をお断りいたします。
ソーシャル
オンライン ※接触確認アプリ（COCOA）のインストール
ディスタンス ツールの活用
を推奨いたします。

会場アクセス

金城ふ頭駅

名古屋市国際展示場

（ポートメッセなごや）

伊勢湾

線

滑

常

鉄

名

↓中部国際空港
（セントレア）

【鉄 道】 あおなみ線「金城ふ頭駅」下車 ※名古屋駅から直通24分（ノンストップ便で最短17分）
【自動車】 伊勢湾岸自動車道「名港中央IC」
より約5分
【バ ス】「中部国際空港」
〜
「金城ふ頭駅」約40分

●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。

後

援 中部経済産業局、中部地方整備局、中部運輸局、
中部地方環境事務所、愛知県、名古屋商工会議所、中部経済連合会、中部経済同友会、愛知県経営者協会（一部申請中）

協

賛 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）名古屋貿易情報センター、
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）関西支部、
（一財）省エネルギーセンター東海支部、
（独）中小企業基盤整備機構中部本部、
（一財）地球産業文化研究所、
（公財）あいち産業振興機構、
（一財）中部生産性本部、
（一社）中部産業連盟、
環境パートナーシップ・CLUB（EPOC）、なごや環境大学、
（特非）日本環境斎苑協会、全国海洋散骨船協会、日本海洋散骨協会、全日本葬祭業協同組合連合会、
名古屋葬祭業協同組合、愛知県葬祭業協同組合 他（一部申請中）

特別協力 （一社）日本エシカル推進協議会、
（一社）日本有機資源協会
同時開催

エクステリア & ガーデンフェア

開催日

2022年5月12日（木）〜13日（金）

会

場

ポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）第３展示館

主催 ： 東海エクステリアフェア実行委員会

出展
内容

持続可能な経済
持続可能な経済

Sustainable Economy

■ 脱炭素都市を目指すための製品・技術

■ 健康安全都市を目指すための製品・技術

再生可能エネルギー、水素エネルギー、省エネルギー、省エネ住宅・建物、ヒートアイランド対策、
エコライフ促進関係、グリーンビルディング、リノベーション関係 等

大気環境、水環境・上下水道、騒音・振動対策、地盤・土壌環境、環境測定・分析 等

■ 循環型都市を目指すための製品・技術

■ 未来環境社会を構築するための技術・システム・取り組み

リサイクル、廃棄物処理、産業廃棄物対策、エコマテリアル＆プロダクツ 等

各種ドローン、エシカル、SDGｓ、気候変動適応策 等

■自然共生都市を目指すための製品・技術

■ SDGｓの達成を目指すための取り組みやサービス関連

緑・森林の保全、歴史的・文化的環境の保全・活用したまちづくり、アセスメント関係、環境教育 等

自治体・団体・企業の先進SDGｓの取り組み、関連サービス・関連技術 等

持続可能なライフスタイル

Sustainable Lifestyle

■ 健康や環境に配慮した子育て商品関連

■健康や環境を重視した農水産物・加工食品・伝統食・酒類・飲料関連

■環境問題・労働問題・社会問題に配慮したファッション・雑貨関連

■ 健康や環境に配慮した美容関連

■ 健康や飼育環境に配慮したペットの商品やサービス関連

■健康や環境に配慮した住宅建材リフォーム・設備エネルギー関連

伝統的な技術を用いたライフスタイル
出展者一覧（五十音順）
愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）
味の素AGF
E―es―E
泉企画／住生活環境研究所
今泉工業
ウェイストボックス
植田工業
エクシィズ
SDGs未来都市名古屋
NJS
王子キノクロス
オーダースーツサロンMATH
OLIVINO

カナモト/ｅロボティクス/イームズロボティ
クス/スペースエンターテインメントラボラ
トリー/アームレスキュー/エアロディベロッ
プジャパン／長岡商事/福島イノベーション
コースト構想/ＲｏｃｋＧａｒａｇｅ/ＤＰＣＡ／ＬＵ
ＣＩＡ/福島大学/日本工学院八王子専門学校
/ふくしまＦＭ・ふくしまＨＯＰＥプロジェクト

環境ロボティクスフォーラム

講演１：「約束の８年後、暮らし、社会は？消費者力と日本社会」10:30-11:00
一般社団法人日本エシカル推進協議会会長・中原秀樹

講演２：「ＪＥＩ・エシカル基準について」

11:00-11:40

「カタリストは、ジブンゴト化で伝える/伝わる」

11:40-12:00

13：00

一般社団法人 SDGs 大学学長・三輪昭子

13:00-15:00

14：00

徳島県／長野県／愛知県／
名古屋市消費生活課エシカル消費／
名古屋市環境局フェアトレードタウン

基調講演Ⅱ：

11:00-11:30
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部長
「福島イノベーション・コースト構想の取組みについて」

基調講演Ⅲ：

11:30-12:00
株式会社 SkyDive・アカウントプランナー 羽賀雄介
「日本初の有人飛行試験に成功した空飛ぶクルマ」（仮）

講演Ａ：｢環境分野」ｅロボティクス
13:00-13:20
「隊列飛行ドローンによる空間情報収集システム」
講演Ｂ：｢農林水産分野｣
イームズロボティクス
「農業のICT化」

13:20-13:40

13:40-14:00
講演Ｃ：｢物流分野｣
丸和運輸機関「ドローンを用いたラストワンマイル物流への挑戦」

講演D：｢再エネ・インフラ点検の事例」
（仮） 14:00-14:20
カナモト
「建機のICT化」

15:00

椙山女学園大学教授・東珠美

「愛知・名古屋のエシカル活動紹介」
16：00

「パネルデイスカッション」

15:30-16:45

豊島株式会社執行役員 / エシカル協会理事・溝口量久
株式会社マルワ代表取締役・鳥原久資
株式会社 CBC テレビ・赤星哲
株式会社ウェイストボックス代表取締役・鈴木修一郎

エシカル甲子園2021受賞校「愛知県立半田商業高校」
発表「コオロギ食でサーキュラーフード」

16:30

まとめ

16:45

（2022年3月28日現在）

セミナーステージ
フォーラムステージ

グリーンインフラフォーラム

5/12 木 〜 5/14 土
10：30~12：00

「末来の葬祭セミナー」

5/13 金

基調講演Ⅰ：
「米国の雨の庭の基本設計と
モニタリング方法」

11:00-12:00

13：00~13：40

「みがき輝く社員教育と SDGs の実践」
名晃代表取締役社長・峠テル子

ランドスケープアーキテクト・小出兼久
12:00-13:00

5/13 金

15：00~15：40

「名古屋市における環境施策について」
（仮）
名古屋市環境局

講演F：
「教育」
（仮）日本工学院八王子専門学校テクノロジ-カレッジ 14:40-15:00
ITカレッジロボット科/AIシステム科「ロボット整備は誰が行うのか」

講演３：
「エシカル消費について」

フローラ
松本工業所
マルワ
水のいのちとものづくり中部フォーラム
未来工業
ムライケミカルパック
名晃
（フェアトレードタウンなごや／FTNN／SDGs大学） 明国堂
メルーナ
日本環境ビジネス推進機構
（健康塾／菊池製作所／Ｍ＆Ｔ／Force／エイチリーディング） メルシー
日本環境斎苑協会／日本火葬技術管理士会 ヤマト
ユーズドネット／つながるBOX
日本PDI
リミット通販
VIPグローバル
FORESTA di OLIO
フルセイルカンパニー

セミナーステージ 会場：展示会場内

個別懇談会（予定）

14:20-14:40
講演Ｅ：
「災害分野」
（仮）
アームレスキュー「ロボティクス技術を用いた災害対応」

15：00

中日本カプセル
名古屋市環境局環境企画課
名古屋市環境局ごみ減量部・2R推進実行委員会
名古屋市環境局脱炭素社会推進課
名古屋市上下水道局
日さく
日本エシカル推進協議会

基調講演Ⅰ：
10:30-11:00
（一社）環境ロボティクス協会特別顧問・田邊敏憲
「ロボティクス・AI技術を活用した陸・海・空の社会課題解決とSDGs」

総合司会コーディネート：
日本エシカル推進協議会理事
エシカル・ペネロープ株式会社 代表取締役・原田さとみ

「日本各地の自治体でのエシカルの広がり」

サステナブルライフスタイルゾーン

5/14 土
フォーラムステージ

エシカルフォーラム

一般社団法人日本エシカル推進協議会理事・足立直樹

12：00

実用技術研究所
篠田
シューマン／昭栄薬品
シンエイテクノ
スマイル
CEMTech
大同至高
太洋基礎工業
TAEKO
竹田印刷
チヨダ工業
東京設計事務所
東邦車輛
トーカイエコボード
とっておきの音楽祭in名古屋実行委員会

5/13 金
フォーラムステージ

11：00

管清工業
近畿健康管理センター 名古屋事業部
グリーンユーティリティー
グローバルキャスト
形六K6GmbH
KBドレーン工法協会
下水道既設管路耐震技術協会
興和工業所
ゴーフォワード
国連UNHCR協会
コスモサウンド
ジーエスジー
CBCハウジング未来つなぐproject
GIFT
J＆T環境

未来の葬祭展示コーナー

フォーラムステージ 会場：交流センター３F・会議ホール

5/12 木

10：30

プラスチック資源循環対策ゾーン

折兼
カツミ工業
加藤建設
加山興業
環境改善推進機構
環境思考
環境新聞社
環境ロボティクス協会

セミナータイムスケジュール

■ 健康や環境に配慮した農園・家庭菜園・ガーデニング関連

17：00

※詳細はホームページでご確認ください。 https://www.nfee.jp/

15:15-16:30

基調講演Ⅱ：
13:00-14:00
「雨の庭（GI）の植物選択の知識：
条件と管理（資料配布）」
植物研究者：稲谷順一

14:00-15:00
対論
「イオンモール常滑の『雨の庭』
事例モデルガーデン」
：
小出兼久＆イオンモール建設部（予定）

5/13 金

16：20~17：00

特別講演
「環境省における重点施策について」
（仮）
環境事務次官・中井徳太郎

5/14 土

13：00~14：00

「コミュニケーションで広がるエコヂカラ！
〜生活の中で出来ること〜」
フリーアナウンサー・深谷里奈

※他のセミナーステージのプログラムはホームページ
にてご確認下さい。

出展者プレゼンテーションステージ
各日開催予定

※詳細のプログラムはホームページにてご確認下さい。

