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持 続可能な未来への懸け橋、
かわさきグリーンイノベーション

GREEN
INNOVATION

11月18日(金) 14：40～15：40　大ホール『若手実走者』たちのパネルディスカッション サステナブル実現の鍵を解く

ビジョナリー・ストラテジスト
NPO法人UMINARI
代表理事

伊達 ルーク  氏

化学者・発明家
一般社団法人
炭素回収技術研究機構（CRRA）
代表理事・機構長

村木 風海  氏

組織変革ファシリテーター
株式会社グロウスカンパニー＋
代表取締役

山岡 仁美  氏

国際ジャーナリスト

モーリー・ロバートソン 氏

海外のSDGsへの取組と、
いま日本に必要な考え方

11月18日(金) 10：30～11：15
大ホール

ご協賛

シルバースポンサー

ブロンズスポンサー

プラチナスポンサー ゴールドスポンサー

株式会社arca CEO / Creative Director

辻 愛沙子 氏

真のサステナブルとは？
『共創』について考える
11月18日(金) 14：00～14：30

大ホール

下記のパネルディスカッションにも参加します。

この他にも、SDGsやESG、脱炭素に関連するセミナーを多数実施します。詳細はHPをご覧ください。

SDGs・脱炭素関連セミナー

特別講演プログラム

SDGｓの視点から取組を考える

慶應義塾大学大学院
特任助教

高木 超 氏 氏 氏 氏

11月18日（金）11：20～12：00　大ホール

ENEOSの水素社会実現への取組

ENEOS株式会社　水素事業推進部　
国内水素サプライチェーングループ
グループマネージャー

中川 幸次郎

成長戦略として考えるSDGsとは～本業で儲けるSDGsを推進するために～

11月17日（木）14：00～16：00　中会議室

主催／川崎国際環境技術展実行委員会

カルッツかわさき
2022年11/17     ・18木 金

神奈川県川崎市川崎区富士見１－１－４

10:00　 17:00

11月17日（木）16：00～16：30　展示会場内プレゼンステージ

法政大学
デザイン工学部教授

川久保 俊

一般社団法人
日本能率協会
主任講師

中川 優

環境エネルギー技術研究所（株）



出展企業・団体
資源リサイクル技術

Kaori International Japan 株式会社
株式会社協和商会
株式会社ＪＥＰＬＡＮ
中央電気工業株式会社
日本ミクニヤ株式会社
有限会社りかでん
株式会社流機エンジニアリング
和光産業株式会社
株式会社和田商店・三勇床工事株式会社（共同出展）

持続可能な社会への貢献
特定非営利活動法人アクト川崎
エリーパワー株式会社
株式会社オスモ
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
Kawasaki Welfare Technology Lab「ウェルテック」
川崎市上下水道局
一般社団法人川崎ゼロ・エミッション工業団地
関西電子株式会社
株式会社クレハ環境
株式会社Ｋラインサービス
GBS株式会社
昭和電工株式会社
生物系特定産業技術研究支援センター
タカツクラフト
株式会社テレメディカ
東亜建設工業株式会社
株式会社ニッケン石橋
一般財団法人日本環境衛生センター
日本工営株式会社

ものづくり・AI・IoT技術(カーボンニュートラルに対応する技術）
株式会社OUTSENSE
神奈川県防草ブロック工業会
川崎ものづくりブランド推進協議会
　株式会社コスモテック
　佐野デザイン事務所
　信号器材株式会社
　株式会社データープロセスサービス
　ユニック産業株式会社
　リ・バース株式会社
JFEグループ
中部大学　常川研究室
千代田測器株式会社
東京ガスネットワーク株式会社
株式会社富士通ゼネラル
富士通特機システム株式会社
株式会社マテリアル
株式会社ミクロスソフトウエア

公益財団法人やまぐち産業振興財団
　宇部興機株式会社
　日進工業株式会社
　やまぐちエコ市場
株式会社ヤマト
株式会社ユニオン産業
株式会社リガリッジ

川崎市環境総合研究所
環境技術産学公民連携共同研究事業
公益財団法人川崎市産業振興財団
川崎市信用保証協会
川崎信用金庫
かわさき水ビジネスネットワーク
独立行政法人環境再生保全機構
慶應義塾大学 新川崎タウンキャンパス
理工学部 寺坂研究室/協力：FBIA
独立行政法人国際協力機構横浜センター
株式会社サンオータス
特定非営利活動法人
産業・環境創造リエゾンセンター
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
専修大学情報科学研究所
東京理科大学
公益財団法人日本環境協会
日本弁理士会関東会
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構
ファルマバレーセンター
香港貿易発展局
公益財団法人宮崎県産業振興機構
　国立大学法人宮崎大学
　吉玉精鍍株式会社

支援機関・産学官連携
株式会社アイデム
ＩＮＰＩＴ神奈川県知財総合支援窓口
かわさきグリーンイノベーションクラスター事務局
川崎市SDGsプラットフォーム事務局
川崎市海外ビジネス支援センター(KOBS)
川崎市環境局脱炭素戦略推進室

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2
フロンティアビル10階

川崎国際環境技術展実行委員会事務局

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

お問い
合わせ

facebook:
川崎国際環境技術展

Twitter:
川崎国際環境技術展
@ecotechfair

公式サイト https://www.kawasaki-eco-tech.jp/

【川崎国際環境技術展実行委員会】

▶ 詳細はホームページをご参照ください。

かわさきエコテック

Instagram:
川崎国際環境技術展
eco_tech_fair

エコソリューション
株式会社Eishin
エプソン販売株式会社
株式会社コスモサウンド
ジャステック株式会社
株式会社ショウエイ
株式会社総商
株式会社染めQテクノロジィ
ニオイックス株式会社
株式会社日本海水
株式会社日本テクノクロス
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）
日之出産業株式会社
三谷産業株式会社
ムライケミカルパック株式会社

入場にはHPより来場登録が必要です！ 入場
無料

開催日時：11月17日（木）・18日（金）　各日10：00～17：00
開催場所：カルッツかわさき 大会議室4

開催日時：12月6日（火）　10：00～17：00
開催場所：川崎市産業振興会館

ビジネスマッチング
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！

会場内で関心を持った出展企業・団体とお話
ができる、プライバシーに配慮したマッチング
ブースを設置します。
※会期前のご予約をおすすめします。

商談のフォローアップや、当日
来場ができなかった方が出展企業・団
体と直接お話ができる対面式ビジネス
マッチング会を会期後にも開催します。

会期中 ビジネスマッチングブース 会期後 ビジネスマッチング会

（五十音順）
令和4年9月27日時点

出展者一覧はコチラ

川崎バイオマス発電株式会社
株式会社ケミコート
株式会社コバヤシ精密工業
株式会社シーエスデー
東京電力パワーグリッド株式会社　川崎支社
株式会社奈良機械製作所
日本精線株式会社
物質・材料研究機構 電子機能高分子グループ
三菱化工機株式会社
三菱ガス化学株式会社
未来工業株式会社
武蔵エナジーソリューションズ株式会社
株式会社ユニヴァ・ジャパン

エネルギー関連
株式会社イスズ
株式会社エスコ
ＥＮＥОＳ株式会社
ORLIB株式会社
株式会社カットランドジャパン
川崎市新エネルギー振興協会

川崎市、川崎商工会議所、経済産業省 関東経済産業局、（国研）新エネルギー・産業
技術総合開発機構、（独）日本貿易振興機構、（国研）産業技術総合研究所、（独）国際
協力機構、（独）中小企業基盤整備機構、（独）環境再生保全機構、慶應義塾大学、明治大
学、専修大学、国際連合工業開発機関、（地独）神奈川県立産業技術総合研究所、ＮＰＯ法人
産業・環境創造リエゾンセンター、（一財）日本環境衛生センター、川崎市地球温暖化防止活動
推進センター、川崎市工業団体連合会、川崎工業振興倶楽部、（公財）川崎市産業振興財団
　

「かわさきグリーン
イノベーションクラスター」
ブースまでお越しください。

当日の予約
右の二次元コードから
リクエスト
してください。

会期前の予約
右の二次元コードからお申し込みください。
※参加企業・団体は10月下旬にHPで
　公開します。

参加方法


