
ヒルトン東京お台場

会場への交通アクセス 会場案内図

  

詳細についてのお問い合わせは

日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部
〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1  
TEL.03-5644-7221 FAX.03-5641-8321
URL : http://biz.nikkan.co.jp/eve/
E-mail : n-event@media.nikkan.co.jp
会場受付は混雑が予想されます。あらかじめ、本招待券の入場者登録カードにご記入の上、会場受付にご提出下さい。 ご来場を心よりお待ちしております。

国際展示場駅徒歩7分
大崎駅（JR）←13分→　　　　　　 ←5分→新木場駅
（JR、東京メトロ 有楽町線）
※大崎から新宿・大宮方面へJR埼京線相互直通運転

国際展示場駅

東16系統（豊洲駅前経由）：東京八重洲口←40分→

門19系統（豊洲駅前経由）：門前仲町←30分→
東京ビッグサイト

東京ビッグサイト

日の出桟橋（JR浜松町駅下車徒歩7分）←25分→
有明客船ターミナル（下船すぐ）

国際展示場正門駅下車 徒歩約3分
新橋駅（JR、東京メトロ 銀座線・都営 浅草線）←22分→

豊洲駅（東京メトロ 有楽町線）←8分→国際展示場正門駅
国際展示場正門駅

●りんかい線

●ゆりかもめ

●路線バス（都営バス）

●海上バス（水上バス）
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展示会場シンポジウム会場（一部）

招待者名(出展会社／団体名)

本展は登録制になっておりますのでお手数ですが名刺を貼付するか、
各項目にご記入の上、入場証と交換してください。

会社名／団体名

お名前

所属・役職名

〒□□□－□□□□

名

刺

貼

付

欄

所在地

TEL FAX

E-mail

アンケートにお答えください　 ※該当する項目の番号に○印を付けてください。 入場者登録カード

■ご来場登録者の個人情報の取り扱いについて　ご来場者の個人情報については、日刊工業新聞社及び構成展示会の責任者が責任をもって管理・運営しております。
日刊工業新聞社のプライバシー保護については、（http://corp.nikkan.co.jp/p/privacy/index）をご覧ください。ご登録情報に対して、各種製品・サービスに関するご案内、アンケートなどをDMやe-mailにてお届けさせていただくことがございます。
各種ご案内を受け取りたくない場合は、右記に　してください。□　左記をチェックした方で、展示会情報（招待券）は必要の方は右記にも　してください□
※会場内及び出展社ブースでバーコードを読み取られる行為は名刺交換と同様の行為となります。

Q 1 .どの展示会を目的に来場なさいましたか。　　※複数可
1.スマートコミュニティ展　　2.バイオマスエキスポ　　3.植物工場・スマートアグリ展　　4.水素社会実現ソリューション展　
5.グリーンビルド展　　6.クラウドコミュニティ　　7.スマートファクトリー

Q 2 .あなたの所属団体の業種は何ですか。
1.電気･電子　2.機械･工具　3.精密機械　4.鉄鋼･金属　5.自動車･部品　6.輸送用機器　7.エネルギー　8.プラスチック　
9.繊維･衣料　10.化学　11.食品･医薬･化粧品　12.印刷･出版　13.建設･土木　14.不動産･ディベロッパー　15.流通･サービス
16.情報･通信　17.商社　18.医療･福祉･介護　19.金融･保険　20.農林水産業　21.自治体　22.官公庁　23.公的機関　
24.大学･教育機関　25.学生　26.その他

Q 3 .あなたの職種は何ですか
1.経営者・役員　　2.経営企画　　3.人事・総務　　4.財務・経理　　5.広報・宣伝　　6.企画・調査・マーケティング　　
7.営業・販売　　 8.生産技術　　9.製造　　 10.研究・開発　 　11.設計　 　12.品質管理・検査　 　13.配送・物流　 　
14.資材・購買　 15.公的研究機関職員　　16.学校職員・学生　 　17.一般、その他

Q 5 .あなたの年齢は何歳ですか。
1. 10代　　　2. 20代　　　3. 30代　　　4. 40代　　　5. 50代　　　6. 60代　　　7. 70才以上

Q 4 .あなたの役職は何ですか。
1.経営者・代表者　　　2.役員クラス　　　3.本部長クラス　　　4.部長クラス　　　5.課長クラス　　　6.主任／係長クラス　　
7.一般社員　　　8.派遣社員　　　9.契約社員　　　10.その他

Q 6 .あなたの会社の従業員数は何人ですか。
1. 1～9人（個人含む）　　　2. 10～49人　　　3. 50～99人　　　4. 100～299人　　　5. 300～499人　　　6. 500～999人　　
7. 1,000～2,999人　　　8. 3,000～4,999人　　　9. 5,000～9,999人　　　10. 10,000人以上

Q 8 .本展を何で知りましたか。
1. 主催者からの招待券　2. 出展者からの招待券　3. 日刊工業新聞　4. その他の新聞　5. 日刊工業新聞社発行の雑誌　
6. その他の雑誌　7. 公式ウエブサイト　8. 主催者からのメール配信　9. ポスター　10. その他

Q 7 .来場目的は何ですか。　　※複数可
１. 製品購入　２. 製品購入のための情報収集　３. 技術移転についての情報収集　４. 取引先との交流　５. 技術開発・研究　
６.セミナーなど併催事業への参加　７. 新製品の情報収集　８. 業界動向把握のための情報収集

東京ビッグサイト 所在地 ： 東京都江東区有明3-11-1
TEL ： 03-5530-1111 （代表）

（りんかい線）

ご 招 待 券 入場無料 （登録制）

会 期

会 場

主 催
スマートコミュニティJapan 共催

水素社会実現
ソリューション展

バイオマス
エキスポ

植物工場・
スマートアグリ展 グリーンビルド展

セッション② 様々な実証プロジェクトの経験

植物工場・スマートアグリ展 併催事業 「加速する次世代施設園芸の取り組み」

インダストリアル・バリューチェーン・
イニシアチブ（IVI）シンポジウム（仮）

お申し込みは下記WEBサイトへ  https://www.iv-i.org/

2020年に向けた農林水産業と地方創生フォーラム
～ライブ・ドリアード2016 NEW EARTH GENERATION～

Part１ 海外先行事例講演

米国電力中央研究所 (EPRI)
情報・通信・サイバーセキュリティー(ICCS)　担当ディレクター　

開会挨拶

来賓挨拶

閉会挨拶

経済産業省

講演

講演

グリッドパリティ後のデマンドサイドの役割、可能性

Part3 ニューメキシコ実証からの示唆講演

Part2 分散電源の普及に伴う電力供給のあり方パネルディスカッション

「インテグレーティッド・グリッド形成のための様々な国際的協力」

「ニューメキシコ実証の本質」

NEDO　理事長

JSCA　会長　三菱電機　取締役会長

　古川 一夫 氏

山西 健一郎 氏

加藤 政一 氏

Matt Wakefield 氏

NEDO　スマートコミュニティ部　統括研究員

東京電力ホールディングス　常務執行役　経営戦略研究所長　

500名定員
時間

調整中講演

講演

2020年に向けた都市における木材利用の可能性　パネルディスカッション

農林水産業における人工知能（AI）利活用の可能性について　パネルディスカッション

川崎市長
福田 紀彦 氏

日本経済研究所
専務理事　鍋山 徹 氏

2016年度 ミス日本みどりの女神　飯塚 帆南 さん

林野庁
次長　沖 修司 氏

日本プロジェクト産業協議会
専務理事　丸川 裕之 氏

東京大学大学院
工学系研究科
特任准教授　　松尾 豊 氏

農業生産法人 ＧＲＡ
代表　岩佐 大輝 氏

衆議院議員
小泉 進次郎 氏

ＩＣＴで拓く地域資源を活用した地方創生のヒント　パネルディスカッション

農林水産副大臣
齊藤 健 氏

日本オラクル
代表取締役社長　杉原 博茂 氏

農林水産省
農村振興局長　末松 広行 氏

東京電機大学　工学部　教授　 
モデレータ

加藤 政一 氏

岡本 浩 氏

東京大学大学院　新領域創成科学研究科　教授　 横山 明彦 氏

諸住 哲 氏

東京電機大学　工学部　教授　
モデレータ

米国電力中央研究所 (EPRI)
情報・通信・サイバーセキュリティー(ICCS)　担当ディレクター　Matt Wakefield 氏

パネリスト
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挨拶
NEDO　スマートコミュニティ部　主幹　 林 成和 氏

　本間 英一 氏

「シュパイヤー市 スマート・コミュニティ・プロジェクト」

挨拶
NEDO　スマートコミュニティ部長　

NEDO　理事　

挨拶
NEDO　スマートコミュニティ部　統括主幹

スマートコミュニティサミット2016 会場：会議棟1階　レセプションホールA
主催：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）
共催：日刊工業新聞社　後援：経済産業省、グローバル・スマートグリッド・フェデレーション（GSGF）6/15水・16木会期： 日英同時通訳あり  定員300名

6/

水
15

6/

金
17

～11：00
12：00

～15：30
16：30

PM

エネルギーと環境を考える演目 『赤と緑』 ～劇団SAKU

IVIの今後の取組み紹介や昨年度の優れたWGの表彰などを
行います。
講演者はIVI 西岡理事長 他を予定。ミニ演劇

農林水産省 生産局　園芸作物課　花き産業・施設園芸振興室　室長　　綱澤 幹夫 氏

静岡県 
経済産業部　農業局　
農芸振興課　班長　 森脇 久晃 氏

兵庫県 
農政環境部
農産園芸課 主査　 和田 有申 氏

タカヒコアグロビジネス 

専務取締役　　松尾 崇史 氏

「次世代施設園芸の全国展開に向けて」

「次世代施設園芸拠点の取組状況」
①富士小山次世代施設園芸
推進コンソーシアム（小山町）

②兵庫県次世代施設園芸
モデル団地運営協議会（加西市）

③大分県次世代施設
園芸推進協議会（九重町）

日本総合研究所 創発戦略センター
シニアスペシャリスト（農学）　三輪 泰史 氏

岩谷産業
常務執行役員 水素エネルギー部長 （兼） 中央研究所 副所長　宮崎 淳 氏 他調整中

東京工業大学　特命教授・名誉教授／
コージェネ財団　理事長　柏木 孝夫 氏

ハウステンボス
経営顧問＆CTO　富田 直美 氏

日刊工業新聞社
編集局　第二産業部　編集委員　松木 喬

東芝
次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム
統括部長　大田 裕之 氏

13:15～18:15

500名定員

500名定員

会場：東3ホール内 メインステージ　主催：創造再生研究所　共催：日刊工業新聞社

会場：東3ホール内 メインステージ　主催：日刊工業新聞社

会場：会議棟1F レセプションホールA　
主催：インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ

200名定員

会場：東3ホール内 ワークショップＡ会場　主催：日刊工業新聞社

第４回 コージェネ普及セミナー 200名定員

会場：東3ホール内 ワークショップ会場A　主催：コージェネ財団（ACEJ）

植物工場・スマートアグリ展 併催事業（仮） 

500名定員時間 午後
会場：東3ホール内 メインステージ　主催：日刊工業新聞社

ニュースイッチ×スマコミJapan  Special Events
水素で自給自足～ハウステンボス「変なホテル」と東芝の挑戦

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

スマートコミュニティ・アライアンス

セッション① 電力事業ビジネスモデルの変革と対応

有倉 陽司 氏

Hansjörg Eger 氏シュパイヤー市長（ドイツ）

「宮古島市における島嶼型スマートコミュニティの取り組みについて」
三上 暁 氏宮古島市　企画政策部　エコアイランド推進課　エコアイランド推進係長　

「グリッドパリティ実現後の需要サイドの役割」
Mark Atherton 氏グレーター・マンチェスター自治協会 (AGMA)　環境局長

「隠岐諸島におけるハイブリッド蓄電池システム実証事業の概要」
水津 卓也 氏中国電力　流通事業本部　設備システム部長

「再生可能エネルギー100%の未来に向けたハワイスマートテクノロジー実証実験」

Leon R. Roose 氏
ハワイ大学　ハワイ自然エネルギー研究所　
GridSTART　チーフテクノロジスト

「スペインマラガZEM2ALLプロジェクト」
矢野 真也 氏三菱重工業　交通・輸送ドメイン　先進事業開発推進室　主任

「米国カリフォルニア州北部における EV運転行動拡大分析」
堀江 浩史 氏日産自動車　渉外部　担当部長

「高速充電ネットワークの構築及び利用」
Terry O’Day 氏

渡邉 誠 氏

NRG EVgo　副社長

6/ 木166/ 水15

他

他

他

Part１ 講演

分散型社会におけるEVの可能性Part3 講演

島嶼域マイクログリッドPart2 講演

出演：三浦梢　堤絵理
新しい地球世代のオリジナル楽曲を歌う ～ドリアード･バンド音楽
出演：松原凛子　南部れいな　下山田珠実　森田珠美　COMY　中村しょーこ　阿部一仁

エンターテイメントプログラム　New Earth Generation 2016　

司会

無料

無料 無料

講演

6/

木
16
PM

水素社会実現フォーラム 500名定員

会場：東3ホール内 メインステージ 無料

無料

無料

無料

無料

無料

ベジタリア
代表取締役社長　小池 聡 氏

東京都市大学　
特別教授　涌井 史郎 氏

クラウドコミュニティ2016

一般社団法人 クラウド利用促進機構（CUPA）
日刊工業新聞社

主催：

※発表内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報は公式HPよりご確認ください。

10：00
17：00

～

聴講登録は公式Webサイトよりお申込みください。事前登録はこちら スマートファクトリーJapan2016併催事業

モデレーター

モデレーター

スマートコミュニティサミット2016では、電力の小売り全面自由化の動きなど、電力事業ビジネスモデルの変革が進むことを踏まえ、国内外の第一線の専門家を招き、講演やパネルディスカッションを通
して今後の課題や解決などについて展望します。加えて、国内外の先進的な実証事例を紹介し、ビジネス・技術などさまざまな観点からスマートコミュニティに関する情報の提供や意見交換を行います。



バイオマスエキスポフォーラム
6/ （水）15 6/ （木）16 6/ （金）17
バイオマス政策 
～省庁の取組み～

150名

※発表内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報は公式HPよりご確認ください。

バイオマス産業都市構想の実現による
地域の活性化について
農林水産省　食料産業局 バイオマス循環資源課
バイオマス事業推進 室長 氏  梶原 義範

10:30
11:00

～

再生可能エネルギーの現状と課題について
経済産業省　資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギー対策課 課長補佐 氏吉野 欣臣

11:00
11:30

～

地球温暖化の現状と、日本の取り組み

環境省　地球環境局地球温暖化対策課
調整官　 氏名倉 良雄

11:30
12:00

～

先進エネルギー自治体100年構想
～バイオマス活用の方程式

地産地消を目指せ！エネルギー列島　
－バイオマス編－
アイティメディア　スマートジャパン 
エグゼクティブプロデューサー 氏石田 雅也

氏新谷 俊典

13:00
13:30

～

真庭市のバイオマス活用推進の取り組み
～バイオマス産業杜市をめざして～
岡山県 真庭市　産業観光部  
林業・バイオマス産業課 主査

13:30
14:00

～

デンマークのバイオマスを活用した熱利用
－第4世代地域熱供給
デンマーク王国大使館 
上席商務官(エネルギー・環境担当) 氏  田中 いずみ

14:00
14:30

～

バイオマスエネルギーのダウンサイジング
～木質バイオマスガス化・ORC熱電併給

日本に来ないスマートシティ戦争と
超小型木質バイオマス最先端情報
亜細亜大学 
都市創造学部 教授 氏岡村 久和

15:00
15:30

～

－欧州で主流の熱電併給技術－
２ＭＷ未満の木質バイオマスＯＲＣ発電
中外炉工業　事業開発室 
環境・バイオマスグループ長 氏笹内 謙一

15:30
16:00

～

Spanner小型木質バイオマス
熱電併給プラント45kW～2MW(el)

有料セミナー

グリーンビルド展特別企画ゾーン
セルロースナノファイバー
紹介ゾーン

□ 海外まちづくりフォーラム

6/16（木）

Spanner
代表取締役社長

平成28年度農業農村工学会資源循環研究部会 研究発表会
有料：一般 3,000円（資料代含む）

発表団体：農業農村工学会 資源循環研究部会
問合せ先：一般社団法人地域環境資源センター

http://www.jarus.or.jp/　　 TEL 03-3432-6282

展示協力：
　強化プラスチック協会、スギノマシン　他

氏O.バルテンシュタイン

16:00
16:30

～

13:00～16:30

バイオマス変換技術イノベーション
～技術立国日本からの発信～

農畜産バイオマス変換技術の
イノベーションについて
農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業研究センター 生産体系研究領域 
主席研究員 氏薬師堂 謙一

10:30
11:00

～

地域のリグニン資源が先導する
バイオマス利用システムの技術革新
森林総合研究所
木材化学研究室 室長 氏山田 竜彦

11:00
11:30

～

バイオマスエタノール化技術
国際農林水産業研究センター　
新日鉄住金エンジニアリング バイオマス事業推進部　
シニアマネジャー 氏石橋 洋一

11:30
12:00

～

木質ペレットを用いた小型ガス化
熱電併給システム 
三洋貿易 
執行役員 機械・環境事業部長 氏中川 秀樹

11:30
12:10

～

バイオマスビジネス創出のヒント
～産学連携の未来図

再生可能エネルギーとしての
バイオマスの役割と今後の展開
産業技術総合研究所　福島再生可能エネルギー研究所 
所長代理 氏坂西 欣也

13:00
13:30

～

植物バイオマスのマテリアル利用に向けて 
－最近の研究成果－　科学技術振興機構 CREST・さきがけ
北海道大学　教授 氏田口 精一
東京大学　助教 氏秋山 拓也
産業技術総合研究所
研究グループ長 氏山口 有朋

13:30
14:00

～

木質バイオマス熱利用の現状と課題

巴商会
バイオマスボイラ事業部 部長 氏白木 孝昌

14:10
14:40

～

メタン発酵バイオガス事業化
～食品・家畜廃棄物・下水道処理で急成長！～

バイオガスの再生可能エネルギー利用と
普及の課題
農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業研究センター 生産体系研究領域 
主席研究員 氏薬師堂 謙一

15:00
15:30

～

バイオガス事業組成のテクニック
～検討フェーズの事業目的別着眼点～

米国オレゴン州ポートランド都市圏におけるスマートコミュニティ

リナジェン
代表取締役　 氏三嶋 大介

15:30
16:00

～

Xergiのバイオガス技術
－多様なバイオマスから効率高いメタン発酵
Xergi社 (デンマーク)　
事業開発兼営業部長　 氏Ole Trudslev

オレゴン州ポートランド メトロ評議会 議長

会場：ワークショップ会場A　定員：200名11：30～12：10

氏トム・ヒューズ

16:00
16:30

～

バイオマス燃料×バイオマス熱供給・発電
～バイオマス燃料供給のキーポイント

我が国の森林と燃料材の供給

日本木質バイオマスエネルギー協会
副会長　 氏加藤 鐵夫

10:30
11:00

～

バイオマスエネルギー産業の未来像

NPO法人農都会議　理事
バイオマスWG　座長　 氏澤 一誠

11:00
11:30

～
PKS調達の現状と将来、インドネシアから

日本エコ・トレーディング
代表取締役 氏小林 亨

11:30
12:00

～

木質バイオマス発電ビジネス! 成功の道のり
～山の恵みと里のエネルギー～

ビジネスとしての木質バイオマス発電

フォレストエナジー
代表取締役社長 氏沼 真吾

13:00
13:30

～

林業の再生と森林資源の活用を目指して

群馬県上野村役場
振興課 課長補佐　 氏佐藤 伸

13:30
14:00

～

木質バイオマスにおける資金調達における
留意点について
グリーンファイナンス推進機構
ファンドマネージャー 氏川村 史典

14:00
14:30

～

直接燃焼式 
高効率小規模バイオマス発電システム
神戸製鋼所
冷熱・エネルギー部 技術室　 氏山本 祐介

14:40
15:10

～

森を育む100年プラン
～森林とバイオマス発電の最適解

森林の生産力、持続性と人為制御

森林総合研究所
研究コーディネーター 氏千葉 幸弘

15:15
15:45

～

我が国の森林・林業にマッチした
バイオマス利活用の中期ビジョン
Bioフォレステーション
代表取締役社長 氏近藤 亮介

15:45
16:15

～

無料定員

クラウドコミュニティ2016

一般社団法人クラウド利用促進機構　代表理事　 荒井 康宏

随時、情報を更新。 詳しくはWebへ http://www.cloudshow.jp/raijo

※本展はクラウドの健全な利活用を推進し、業界を代表する企業・有識者で構成される一般社団法人クラウド利用促進機構との共催事業です。

（ワークショップ会場C）

連動セミナー

6/15（水）

6/16（木）

米国オレゴン州ポートランド都市圏におけるスマートコミュニティ
ポートランド電力（PGE） Business Development Director

会場：ワークショップ会場A　定員：200名12：30～13：10

氏チャールス オルコック

6/16（木）

“Green Realism” デンマークスマートシティの先進的取組み
デンマーク大使館 投資部 部門長

会場：ワークショップ会場C　定員：150名13：30～14：10

氏中島 健祐

6/17（金）

11：00～12：00
会場：ワークショップ会場B　定員：200名
日時：

講師：

12：30～14：10

14：30～16：10

12：30～13：10

13：30～15：10

14：30～15：10

12：30～13：10

10：30～11：10

11：30～12：10

14：30～15：10

13：30～15：10

14：30～15：10

14：30～15：10

※発表内容は予告なく変更する場合がございます。 最新情報は公式HPよりご確認ください。

磐田化学工業
ヴァイオス
XERGI A/S
王花
大原鉄工所
科学技術振興機構
カンケンテクノ
関西オートメイション

協同インターナショナル
神戸製鋼所
コーレンス
　※URBAS Maschinenfabrik Ges. m. b. H
コーンズ アンド カンパニー リミテッド
国際農林水産業研究センター
ササキコーポレーション
三蓉エンジニアリング

三洋貿易
シーペックスジャパン
森林総合研究所
Spanner
WBエナジー
中外炉工業
テストー
電現ソリューション

巴商会
日本木質バイオマスエネルギー協会
日本有機資源協会
農業・食品産業技術総合研究機構
フォレストエナジー
マツボー
三重大学　大学院生物資源学研究科
リナジェン

AT&Tジャパン
Druva
Empire
Sansan

SAPジャパン
インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ（IVI）
インフォコーパス
ウフル

経済産業省
さくらインターネット
シンカ
ソフトバンク

ソラコム
テクトレージ
東京大学大学院
ビープラッツ

イーズ
インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ
SPIエンジニアリング
OSIsoftジャパン
ORiN協議会
きもと
こうすい

コムアソート
JLG Industries Japan
潤滑通信社
シンテックホズミ
図研エルミック
SBクリエイティブ
東忠ソリューション

トビー・テクノロジー
日本機械工業連合会
日本鍛圧機械工業会
日本電技
日本バイナリー
日本ロボット工業会
ネットワンパートナーズ

日立ハイテクマテリアルズ
ヒロコン
古河電池
前野商事

MDI
アメリカ州政府協会（ASOA）
　※米国オレゴン州経済開発局
　※コロラド州日本事務所
神奈川工科大学
北村製作所
強化プラスチック協会
経済産業省　関東経済産業局
経済産業省 資源エネルギー庁/新エネルギー財団
コージェネ財団
国際連合工業開発機構（UNIDO)
さいたま市
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）/
スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）
シンフォニアテクノロジー
図研エルミック
地中熱利用促進協会
テレメータリング推進協議会
デンマーク大使館
トヨタ自動車
トリコ
長岡技術科学大学
ニシム電子工業
JEUPISTEプロジェクト・日欧産業協力センター
日本カーリット
日本ガイシ
日本能率協会コンサルティング
日本ビジネス出版
浜松市（浜松市スマートシティ推進協議会）
フロスト＆サリバンジャパン
本田技研工業

三重大学
　※ナベル
YAMABISHI
リコージャパン

エクストコム
小川優機製作所
神奈川産業振興センター（神奈川県よろず支援拠点事業）
かわさき・かながわロボットビジネス協議会
かわさきロボット競技大会
協栄プリント技研
サイマコーポレーション
スリーハイ
相互電機
SOCIAL ROBOTICS
ニイガタ
ホロンクリエイト
三矢研究所
　※エフ・プランニング
本橋製作所
よこはまファクトリー

愛知県田原市
エイ・アール・アイ合同会社

工学院大学
ソーラージャーナル

岩谷産業
イワテック
SIC水素・燃料電池コンソーシアム
　※北川工業

　※テージーケー
　※テクノメイト
　※日本フイルコン
大分県エネルギー産業企業会
大阪府
神奈川県
川崎市
岐阜県 次世代エネルギー産業創出コンソーシアム
トヨタ自動車
福岡市（福岡市スマートコミュニティ創造協議会）
山梨県
横浜市

アルミス
イーソル
池田テクニカル
金沢工業大学
先端農業連携創造機構
CMエンジニアリング
昭和電工
成電工業
セラク
苫東
農林水産省
　※愛知豊橋次世代施設園芸推進コンソーシアム
　※石巻次世代施設園芸コンソーシアム
　※大分県次世代施設園芸推進協議会
　※高知県次世代施設園芸団地推進協議会
　※埼玉次世代施設園芸コンソーシアム
　※富山スマートアグリ次世代施設園芸拠点整備協議会
　※兵庫県次世代施設園芸モデル団地運営協議会
　※富士小山次世代施設園芸推進コンソーシアム

　※北海道次世代施設園芸コンソーシアム
　※宮崎中央地域次世代施設園芸団地運営コンソーシアム
フローラ
三菱化学

CLT建築推進協議会
常緑キリンソウ普及協会
　※緑化計画研究所
　※コンコルディアクラブ
すてきナイスグループ
林野庁 / 国土緑化推進機構
創造再生研究所
　※天音堂
　※ARTISAN日本
　※アンデコ
　※いけばな草月　鹿取琢磨
　※NPOもりずむ
　※NPO矢部川流域プロジェクト
　※木暮人倶楽部
　※榊工業
　※SAKUWOOD GUITARS / LEI SURF DESIGNS
　※すまうと
　※樽脇園
　※天竜T.S.匠の会/アシスト
　※天竜T.S.ドライシステム
　※夢木香
　※横山組み木工房 / Woodayice
ユニバーサルホーム
　※YKK AP　　　　　　　　　　　　 他

スマートコミュニティ展

スマートコミュニティを実現するサービスロボット・メカトロゾーン

次世代自動車ゾーン

エネルギー自由化ゾーン

水素社会実現ソリューション展

植物工場・スマートアグリ展

グリーンビルド展

□ ワークショップ会場A （東2ホール奥 特設会場） □ ワークショップ会場B （東3ホール奥 特設会場）

出 展 企 業・団 体 一 覧 ※は共同出展 2016年 5月 2日現在

2016年 5月 2日現在

スマートコミュニティJapan2016

スマートファクトリーJapan2016

バイオマスエキスポ

会場：東3ホール バイオマスエキスポフォーラム会場、ワークショップ会場C（一部）　
主催：バイオマスエキスポ実行委員会　後援：日刊工業新聞社、（一社）日本有機資源協会

聴講登録は公式Webサイトよりお申込みください。 事前登録はこちら スマートファクトリーJapan2016

ネットワンパートナーズ
マーケティング＆ビジネス開発部　マネージャー
マーケティング＆ビジネス開発部　

門脇 広平 氏
長澤 宣和 氏

出 展 者 ワ ー ク ショップ 無料定員 会場A・B： 200名 会場C：150名

クラウドコミュニティ2016

　『クラウドショージャパン～クラウドコミュニティ2016』は、～第4次産業革命で生まれ変わる日本の社会と産業～をテーマに有益な情報が満載に
詰まった展示会を目指しております。特に大きな出展コンセプトとして製造業における生産活動をメインテーマに構成し、併催講演には業界を代表
する魅力的なスピーカーにも多数ご登壇いただきます。　

特別講演：SAPジャパン、AT&Tジャパン、インダストリアル・バリューチェーン・イニシアチブ（IVI）、東京大学大学院
　　　　 （４月末現在、順不同）

セルロースナノファイバーの
産業展望（仮称）

産業技術総合研究所 機能化学研究部門
セルロース材料グループ 研究グループ長

遠藤 貴士 氏

主催：バイオマスエキスポ実行委員会　共催：日刊工業新聞社、（一社）日本有機資源協会

11：00～11：40

13：30～16：00

6/ （水）15
（タイトル未定）

水素社会推進セミナー　
～水素社会実現に向けた取組みと課題～

高知県

6/ （木）16
スマコミ実現による地域活性化に向けて

テレメータリング推進協議会

経済産業省 関東経済産業局 地域エネルギー振興企画官 鈴木 隆文 氏

日本能率協会コンサルティング(JMAC)
企画営業本部　マネジャー（エネルギー産業担当） 江原 央樹 氏 他調整中

講師調整中

宇都宮市 経済部 産業政策課 主幹（大谷地域振興担当） 戸室 秀朗 氏
南房総市 商工観光部 観光プロモーション課長 生稲 昭男 氏

6/ （金）17

聴講登録は公式Webサイトよりお申込みください。

圃場モニタリングシステム
「みどりクラウド」の紹介と活用事例

ダイバーシティセミナー（仮）

セラク スマートソリューション事業部 持田 宏平 氏

6/ （水）15
産業ネットワークに携わる方必見！ ネットワークインテグレータから
見た、インダストリアル IoT 時代の課題と解決策

ネットワンパートナーズ
マーケティング＆ビジネス開発部　マネージャー
マーケティング＆ビジネス開発部　

門脇 広平 氏
長澤 宣和 氏

屋代 正人 氏

6/ （金）17
産業ネットワークに携わる方必見！ ネットワークインテグレータから
見た、インダストリアル IoT 時代の課題と解決策

6/ （木）16
スマート技術の開発途上国でのビジネスチャンス
国際連合工業開発機構（UNIDO）

ビックデータとIoTから進化する生産現場
OSIsoft ジャパン ビジネスディベロップメントマネージャー

（タイトル未定） リコー

6/ （金）17

□ ワークショップ会場C （東3ホール入口 セミナールーム）

主催：日本能率協会コンサルティング(JMAC)　日刊工業新聞社

地中熱利用の現状と展望
地中熱利用促進協会　理事長 笹田 政克 氏

6/ （水）15
IoTを活用したモノづくり産業の今後の展望（仮）
先端農業連携創造機構 講演者2名を予定

6/ （木）16
産業技術を活用したこれからの農業のあり方（仮）
日本機械学会 生産システム部門（予定） 笹田 政克 氏

資源循環研究部会では、農村地域における水循環やバイオマ
ス利活用に係る技術の発展及び技術者・研究者等の学術交
流を目的として、研究発表会を開催致します

木材を原料に工業材料を生成、工業材料への
利用に注目が注がれる「セルロースナノファイ
バー」について、原材料や生成技術、製品化につ
いてパネルや資料などを使いご紹介いたします。


