
カンファレンス

来場者記入欄招待券

名刺貼付欄□
□

勤務先 Office

自　宅 Home

お名前
Name

部署
Department

役職
Job Title

住所
Address

電話番号
Tel

（〒　　　　　　　　　　　）

会社名
Company Name

eメール
e-mail

■お名刺をお持ちでない方は下の欄にご記入ください。

□ 1.官公庁・地方公共団体

□ 2.公益事業者

□ 3.建設・土木・コンサルタント

□ 4.総務・防災・危機管理部門

□ 5.製造・情報通信

□ 6.研究機関・大学

□ 7.金融・一般・その他

■当てはまる分類1つに□✓をしてください。

ご登録いただいた「お名前」「住所」「eメール」等の個人情報は、日経グループが行う各種事業の開発・サービス向上のための統計や、日本経済新聞社が行う展示会・
セミナー及び日本経済新聞社が発行する媒体に関連する情報を郵便やeメールなどでご案内する際に利用します。案内が不要な方は、下記にチェックしてください。
日本経済新聞社は、ご登録いただいた個人情報を当社の個人情報取り扱い規則、「個人情報保護法」及びその他関連法令等を遵守し、適正に取り扱うように努めます。

※本券1枚で、1名様までご入場可能。同時開催の気候変動・災害対策 Biz 2019、エコプロ2019にもご入場いただけます。

□ 案内を受け取らない

■当てはまる職種1つに□✓をしてください。
□ 1.設計

□ 2.研究

□ 3.技術・開発

□ 4.工事・検査　

□ 5.保全・公務

□ 6.営業・マーケティング

□ 7.経営・総務

□ 8.情報システム

□ 9.その他

■ 11:00～12:00
「インフラメンテナンス国民会議地方フォーラム
各地方フォーラムの取り組み紹介」
近畿本部フォーラム／中部フォーラム／ちゅうごくフォーラム／
九州フォーラム

■ 15:30～16:10
「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）
〈革新的建設・インフラ維持管理／革新的防災・減災〉
領域の狙いと施策」
田代 民治 氏
［官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）革新的建設・インフラ維持管理技術／
革新的防災・減災技術 領域統括、鹿島建設常任顧問］

■ 13:00～13:30
「インフラメンテナンス国民会議 総会」
冨山 和彦 氏 ［インフラメンテナンス国民会議会長／経営共創基盤代表取締役CEO］  
家田 仁 氏 ［インフラメンテナンス国民会議副会長／政策研究大学院大学教授］ ほか

■ 14:00～15:50
スペシャルセッション「本音のインフラメンテナンス」
パネリスト： 宮池 克人 氏 ［中日本高速道路 代表取締役社長CEO］
 木下 義昭 氏 ［玉名市役所土木課橋梁メンテナンス係］ ほか

コーディネーター：家田 仁 氏 ［政策研究大学院大学教授］

■ 10:10～12:00
インフラメンテナンス国民会議地方フォーラムパネルディスカッション
「国民会議の好事例から得る今後のメンテナンス（仮）」
パネリスト：各地方フォーラム行政会員自治体職員
コーディネーター：国土交通省総合政策局公共事業企画調整課

■ 13:00～14:30
「インフラメンテナンスのグッドプラクティス」
登壇者：第3回「インフラメンテナンス大賞」受賞者
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 
衛星利用運用センター技術領域主幹 冨井 直弥 氏

名古屋大学教授 中村 光 氏 ほか

■ 10:10～11:00
「インフラ老朽化対策のドローン・ロボット活用事例」
登壇者：日立システムズ ほか
コーディネーター：河野 大助 氏 ［ドローンジャーナル担当編集長］

■ 13:00～13:40
「インフラ老朽化対策新技術 モデル自治体紹介」
静岡県「点群データの活用技術」
徳島県「水中構造物（橋梁・ダム）の可視化技術」

■ 14:00～14:50
「インフラメンテナンス テクノロジー&マーケット」
浅野 祐一 氏［日経コンストラクション編集長］

■ 11:10～12:00
「インフラメンテナンス健康診断」
橋本 鋼太郎 氏［公益社団法人 土木学会「社会インフラ健康診断」特別委員会委員長］

12月6日（金）12月4日（水）

入場無料・事前登録制 ������ 

12月5日（木）

講演テーマ・登壇者などのプログラム最新情報、受講申込は本展ホームページにアクセスしてください。プログラムは
予告なく変更になる場合がございます。▶http://messe.nikkei.co.jp/in/

インフラメンテナンス国民会議は、インフラを良好な状態で継続的に活用するた
めに産官学が一丸となってメンテナンスに取り組む社会の実現に向けて活動し
ています。様々な主体が参画し、理念の普及、課題解決およびイノベーションの推
進を図るプラットフォームであり、国土交通省および関係省庁が支援しています。

インフラメンテナンス国民会議とは

本展の最新情報は
こちらから▶▶▶



主催者企画

講演テーマ、登壇などの最新情報は、本展ホームページをご確認ください。

出展者プレゼンテーションセミナー

12月5日（木）12月4日（水） 12月6日（金）

11:40～12:00 中日本高速道路ヤマダインフラテクノス エネルギア・コミュニケーションズ

大林組15:00～15:20 清水建設 日本ユニシス

倉敷紡績13:40～14:00 オリエンタルコンサルタンツホールディングス三重塗料

13:00～13:20 ソーキアイセイ

14:20～14:40 朝日航洋 日立システムズデンソー

同時開催

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、
ビジネス展「社会インフラテック」「気候変動・災害対策Biz」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。期間中、関連の大型シンポジウムなども行います。SDGs（持続可能な開発目標）への取り
組みが広がりを見せる中、SDGsに関連したテーマで推進する各展が連動し多彩な情報を発信します。

防災・減災に役立つ製品・ソリューションや環境・再生エネルギー技術が一堂に集結する
本展は、「社会インフラテック」の出展者・来場者層と関係が深く、商談や情報交換の拡がり
が期待できます。会場内ステージで開催される、充実したプログラムのカンファレンスも
見逃せません。
【出展者一覧】アイ・ディ・ケイ／アサヒハケ／アップソーラージャパン／アムニモ／ウェザーニューズ／WOTA／エコスタイル／FKK／嘉興龍吟ソーラーパネル／風工学研究所／
カワハラ技研／カンボウプラス／北九州環境ビジネス推進会／北九州市／国森プラスチック／建設技術研究所／櫻井運輸／JX通信社／JFEアクアサービス機器／
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／新エネルギー新聞／深セン市思倍生电子科技／中国パビリオン／千代田テクニカルアーツ／帝人エンジニアリング／電巧社／
東建エンジニアリング／トヨクモ／日本気象協会／日本防災プラットフォーム／宁波甬江神舟光电／ハタヤリミテッド／日立パワーソリューションズ／フレクト／マルヒ／三菱ガス化学／
諸岡／落雷抑制システムズ／レジリエンスジャパン推進協議会

（第1回）

1999年の初開催以来、アジアを代表する環境総合展として、次世代技術や製品、サービス、CSR活動、環境保護活動、
環境政策、産学官連携などの最新動向を紹介。環境への関心の高い一般消費者やビジネスパーソン、行政・自治体、
NPO、環境教育を目的とした学生、報道関係者など、環境を取り巻く多様なステークホルダーが一堂に集う他に類を
見ない展示会として、今年で第21回を迎えます。環境配慮製品、環境関連技術、サービスの普及を通じて環境保護、
社会課題の解決を図り、持続可能な社会の実現を目指します。

（第21回）※12月5日（木）・6日（金）のみ同時期開催

日経SDGsアワード　第1回「日経SDGs経営大賞」表彰式
SDGs経営に積極的に取り組み、企業価値向上につなげている優秀企業を
表彰します。12月5日（木）、東京ビッグサイト レセプションホール（参加は
関係者のみ）。

 国際シンポジウム
https://events.nikkei.co.jp/20592/
有識者がSDGs実装に向けた議論を交わし、日本の「SDGsモデル」を発
信します。12月5日（木）、東京ビッグサイト 国際会議場（受講無料、申込
多数の場合は抽選）。
講師： 伊藤 邦雄 氏 ［一橋大学大学院 特任教授、TCFDコンソーシアム会長］

 蟹江 憲史 氏 ［慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授］ ほか

開催概要

アイセイ／amuse oneself／淺沼組／朝日航洋／アジア航測／アマノ／アルゴ／イクシス／イン
キュビット／インフラメンテナンス国民会議／インプレス／NSW／NTTデータ イントラマート／エネ
ルギア・コミュニケーションズ／エム・ソフト／Automagi／エレコム／オービタルネット／大林組／大林
道路／OKI／オリエンタルコンサルタンツHD／オリンパス／ガイアート／花王／各務原商工会議所・
サクラボテクノロジーズ／キヤノンマーケティングジャパン／共栄工業／共和ゴム／熊谷組／クラボウ／
高洋商会／ゴトウコンクリート／コニカミノルタ／サイバネットシステム／サンコー／三信建材工業／
JIPテクノサイエンス／JR東日本メカトロニクス／清水建設／セフテック／ソーキ／ソニービジネスソ
リューション／大成ロテック／中部プラントサービス／DXアンテナ／ディー・クルー・テクノロジーズ／
TTES／デンソー／東京電設サービス／東設土木コンサルタント／東北ドローン／特殊高所技術／特殊
高所技術協会／都市拡業／戸田建設／飛島建設／土木管理総合試験所／中日本航空／長野計器／西日
本高速道路エンジニアリング四国／ニチレキ／日本コンピュータシステム／日本インシーク／日本工営／
日本デコラックス／日本パーツセンター／日本UAS産業振興協議会（JUIDA）／日本ユニシス／
NEXCO中日本／ハギワラソリューションズ／ハレーサルト工業会／阪神交易／ビジー・ビー／日立ケー
イーシステムズ／日立システムズ／富士通／富士フイルム／三重塗料／みずほ情報総研／三井住友
建設／モルフォ／矢崎総業／ヤマダインフラテクノス／ロジテックINAソリューションズ

出展者一覧（50音順）

名　　称： 社会インフラテック 2019【第2回】
会　　期： 2019年12月4日（水）～6日（金）10:00～17:00
会　　場： 東京ビッグサイト 南1・2ホール　
主　　催： インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社
後　　援： 国土交通省、内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、
 公益社団法人 土木学会
展示規模： 110社・団体／210小間　※主催者企画エリアを含む

入場無料・事前登録制 ������ 

社会環境の変化を踏まえて次世代技術を活用した、概ね10年先を見据えた
高速道路管理の改革プロジェクト（＊i-MOVEMENT）の取り組みを紹介し
ます。　【協力】 中日本高速道路

将来の高速道路マネジメント～i-MOVEMENT プロジェクト～ 

構造物点検調査
ヘリシステム

パイプカルバート
点検ロボット

ICTを活用した
インフラ監視・
点検用車両

＊最先端のICT技術・ロボティクスの導入に
より、人口減少などの高速道路を取り巻く
環境の激変に対応しつつ、高速道路モビリ
ティの進化を目指すNEXCO中日本の活
動（ムーブメント）を表しています。

������

インフラ維持管理・老朽化対策に悩む来場者に対し、インフラメンテナン
ス国民会議会員がコンシェルジェとして相談に応じます。本会議の活動
や取り組みについても紹介する、産官学の交流の場です。

インフラメンテナンス国民会議ブース ������

地方公共団体、関連団体、研究・教育機関が出
展し、インフラメンテナンス分野のニーズシー
ズのマッチング、情報交換を図るゾーンです。
【参加団体】
静岡県、徳島県、独立行政法人 国際協力機構、
日本ファシリティマネジメント協会 インフラマネジメント研究部会、
社会基盤ライフサイクルマネジメント研究会、関西大学 社会基盤情報学研究室、
東洋大学 情報連携学部 ほか

自治体・団体・アカデミックゾーン ������

12月5日（木）・6日（金）は、西ホールの環境展
示会「エコプロ2019」と同時開催。インフラ
メンテナンスの仕事をわかりやすく紹介し
たサテライトブースを、エコプロ2019の西2
ホール内に設置します。ドローンやVR（バー
チャルリアリティ）を使ったインフラ点検作
業体験などを通じて、一般や生徒・学生にインフラメンテナンスの重要性
を伝えます。　【協力】 アイセイ、特殊高所技術

社会インフラテック＠エコプロ 西2ホール

南1ホール 南2ホール

出
入
口

出入口 出入口

※12月5日（木）、
6日（金）のみ

同時開催 

連絡通路

西1～4ホール

NEXCO中日本

将来の高速道路
マネジメント

～i-MOVEMENT
プロジェクト～

日立システムズ

飛島建設

日本ユニシス

デンソー ソニービジネスソリューションソーキ

富士フイルム amuse oneself

清水建設

三井住友建設

イクシス

阪神交易

日立ケーイーシステムズ

アマノ

OKI

NSW

熊谷組／
ガイアート

花王共和ゴム ニチレキ

富士通

JIPテクノサイエンス

西日本高速道路エンジニアリング四国

アジア航測クラボウ

三信
建材工業セフテック

日本パーツセンター

Automagi

オービタルネット

サイバネットシステム
みずほ情報総研矢崎総業

長野計器

特殊高所技術協会

高洋商会

ゴトウコンクリート コニカミノルタ
中部プラントサービス

東京電設サービス 都市拡業

土木管理総合試験所

ハレーサルト工業会

エネルギア・コミュニケーションズ

各務原商工会議所／サクラボテクノロジーズ

東北ドローン

日本インシーク

オリンパス

キヤノンマーケティングジャパン

共栄工業

TTES

東設土木コンサルタント

日本コンピュータシステム

日本工営

ビジー・ビー

朝日航洋

アルゴ

淺沼組特殊高所技術

インキュビット

モルフォ

ヤマダインフラテクノス

エム・
ソフト

JR東日本メカトロニクス

三重塗料 戸田建設

大成ロテック

オリエンタルコンサルタンツHD

サンコー

日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

NTTデータ イントラマート

インプレス

中日本航空

インフラメンテナンス
国民会議ブース

自治体・団体・
アカデミックゾーン

大林組／
大林道路

出展者
プレゼンテーション

セミナー

カンファレンスステージ

日本デコラックス

ELECOMグループ（エレコム／
ロジテックINAソリューションズ／

DXアンテナ／ハギワラソリューションズ／
ディー・クルー・テクノロジーズ）

展示または
ラウンジ
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ラウンジ

カンファレンス
B会場

（定員100人）

カンファレンス
A会場

（定員200人）

主催者企画JX通信社エコスタイル

新エネルギー・
産業技術総合開発機構

（NEDO）

電巧社

日経BP
アップソーラー
ジャパン

 建設技術研究所

風工学研究所

日本気象協会フレクト
日本防災
プラットフォーム
（JBP）

ウェザー
ニューズ

落雷抑制
システムズ

FKK

新エネルギー新聞櫻井運輸

 JFEアクアサービス機器

 帝人エンジニアリング
 カンボウプラス

カワハラ技研

アサヒハケ

 エバ・ジャパン  千代田テクニカルアーツ

マルヒ トヨクモ
アイ・ディ・ケイ

 国森プラスチック

中国パビリオン中国パビリオン
諸岡

 ハタヤリミテッド

 日立パワーソリューションズ
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