
主催：一般財団法人省エネルギーセンター ／ 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

当ブースへのご来場をお待ちしております

ENEX セミナープログラムや
展示会の詳細はこちら!

招 待 状

※本状をお持ちの方は
　入場料3,000円が
　無料になります。

東京ビッグサイト 南1・2ホール10:00-17:00

次世代エネルギー総合展
～デマンドからサプライサイドの最適化を目指したエネルギーマネジメント～

Thermal Management 

Distributed Energy 

Virtual Power Plant 

Internet of Things Energy Storage

出展者一覧（50音順） 2019年10月28日現在　　省エネ支援、エネルギー管理・制御技術から、電力・ガス事業に必要な最適ソリューションまで

産業向け水処理ソリューション企 画
用水処理から排水処理・水資源の回収・再利用まで、工場・施設における
水処理の課題、水質管理、コスト削減、省エネ、エネルギー利用など民間
エンドユーザー向けのテーマ企画

水処理水処理 有価物化
減容化
有価物化
減容化 省エネ省エネ 環境負荷

低減
環境負荷
低減

水リスク
対策
水リスク
対策

● ドレン水、ボイラー水の水処理・再利用
● 雨水利用の冷却水システム
● IoT設備状態、水質の遠隔管理
● 水リスク評価・目標管理、TCFD対応

● 廃液、廃水、汚泥の減容化・リサイクル
● 嫌気性(メタン発酵)処理装置
● 水道・ガススマートメーター
● ポンプソリューション　など

同時
開催

省エネ・新エネ技術から支援サービスまで、省エネ対策、エネルギーコスト削減に関する展示会�

あ イースリー
ヴェリア・ラボラトリーズ
エコエナジー
エコファーム推進機構
大崎電気工業

か グンゼエンジニアリング
KSエンジニアリング

さ GNE
静岡県環境資源協会

た テス・エンジニアリング
東洋エンジニア

な 日本ファシリティ・ソリューション
は 日比谷総合設備
古川電気工業

主催：�
経済産業省�関東経済産業局�/��
ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会

2030年のエネルギーミックス実現に向け、再生可能エネルギー、蓄電システム、デジタル制御技術等を組み合わせた脱炭素化エネルギー
システムへの挑戦が、幅広い産業を巻き込み広がっています。VPPやAIの活用といったデジタルトランスフォーメーションの加速、需要家
ニーズの多様化といったエネルギーをめぐる環境変化を踏まえ、当展は法人エネルギー需要家の皆様に向けたエネルギー効率化・コスト削
減の支援、電力・ガス事業に関するビジネスパートナリングの機会として開催いたします。

開催テーマ 脱炭素社会を目指したエネルギーマネジメント

開催の見どころ

エネルギーとユーティリティの両面から産業、�
業務部門の省エネ、エネルギーコスト削減を支援

熱ソリューション
Thermal Solution

エネルギーの有効活用、環境負荷低減に資する技術、
研究成果発表の場

アカデミア/ベンチャー
Academia / Venture

デジタライゼーション
Digitalization

動き出すエネルギー新ビジネス�～ERAB、VPP、
DER、V2G～大きく伸びるエネルギーのデジタル
化市場の最新ビジネスに触れる絶好の機会!

2.  フォーカス展示

3.  2019年度（令和元年度）省エネ大賞

表彰式/受賞事例発表会/アワードコーナー
他者の模範となる優れた省エネ取組や、省エネルギー性に優れた製品並びにビジネスモデルを表彰します。
受賞事例の発表会、受賞製品の実機展示も実施します。
� 主催：省エネルギーセンター　後援：経済産業省

あ IHI回転機械エンジニアリング
� 熱ソリューション

アワードコーナー
-2019年度（令和元年度）省エネ大賞
-令和元年度新エネ大賞
伊東産業� 熱ソリューション

宇宙システム開発利用推進機構
AGCグラスプロダクツ
NTTデータ経営研究所
（エネルギーハーベスティングコンソーシアム）
NTTファシリティーズ
エネゲート
Enel�X�Japan� デジタライゼーション

MDI� 熱ソリューション

大崎電気工業

Oracle�Utilities� デジタライゼーション

オルガノ� 熱ソリューション

か 科学情報出版
片山ナルコ
川重冷熱工業� 熱ソリューション

環境ビジネス�
関西電力グループ
-関西電力
-関西電子ビーム
-関電エネルギーソリューション
-かんでんエンジニアリング
-関電パワーテック
-関電不動産開発
関電ファシリティーズ

岐阜県次世代エネルギー産業創出�
コンソーシアム
-マルエイ
-グリーン電力エンジニアリング
-清流パワーエナジー
-未来工業
木村化工機� 熱ソリューション

極東産業
Clarion�Energy
ケイエルブイ
経済産業省資源エネルギー庁（予定）
コンシェルジュ� 熱ソリューション

さ 埼玉県産業振興公社
-豊島製作所
-ネツシン
-ネギシ
-ベルニクス
ササクラ
三機工業
JLG�Industries�Japan

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

戦略的省エネルギー技術革新プログラム�
未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発
高温超電導実用化促進技術開発
環境調和型プロセス技術の開発
エネルギー消費の効率化等に資する
� 我が国技術の国際実証事業

産業技術総合研究所�
福島再⽣可能エネルギー研究所
-アンフィニ
-会津ラボ
-朝日ラバー
-山王
-ボア
-ジオシステム
-新協地水
-シンクランド
-日本地下水開発
-ミサワ環境技術
JFEアドバンテック
JFEエンジニアリング
J-クレジット制度�
（経済産業省・環境省・農林水産省）
省エネルギーセンター
省エネルギーセンター出版部
新エネルギー財団
新エネルギー新聞
新エネルギー導入促進協議会
西部技研� 熱ソリューション

た ダイナエアー� 熱ソリューション

タツタ電線
脱炭素化支援
-全国エネルギー管理士連盟
タテホ化学工業� 熱ソリューション

ちきたく� 熱ソリューション

地中熱利用促進協会� 熱ソリューション

-ワイビーエム
-ゼネラルヒートポンプ工業
-東邦地水
-ミサワ環境技術
-日本地下水開発
-サンポット
-守谷商会
-特殊構工法計画研究所

テイエルブイ� 熱ソリューション

デバイス� 熱ソリューション

寺田鉄工所� 熱ソリューション

東京ガス�/��
東京ガスエンジニアリングソリューションズ
東京商品取引所
東京都地球温暖化防止活動推進センター�
（クール・ネット東京）
な 名古屋大学　熱化学プロセス研究室
� アカデミア・ベンチャー

新潟テクノ
ニチアス
日本テクノ
日本熱源システム
日本ユニシス� デジタライゼーション

は ヒートポンプ・蓄熱センター�/��
日本エレクトロヒートセンター
� 熱ソリューション

フクシマガリレイ

富士通� デジタライゼーション

北陸電力�/��
北陸電力ビズ・エナジーソリューション

ポケット・クエリーズ�デジタライゼーション

北海道石狩市

北海道�環境・エネルギー室

北海道電気保安協会

ま 三浦工業� 熱ソリューション

ムンタース

モッタイナイ・エナジー�アカデミア・ベンチャー

モリ電子工業� デジタライゼーション

や ヤンマー� 熱ソリューション

ら ラヴォックス

リックス

菱電商事� デジタライゼーション

わ 早稲田大学�重点領域研究機構��
アンビエントロニクス研究所�
� アカデミア・ベンチャー

IoTスマートハウス、VPP、分散エネルギーシステムなど、
電力システム開発に関する展示会�

あ SCSKサービスウェア�デジタライゼーション

か 神奈川工科大学スマートハウス研究センター�/
エコーネットコンソーシアム�デジタライゼーション
-エヌ・ティ・ティ・コムウェア
-岡谷鋼機
-河村電器産業
-志幸技研工業
-�新電力おおいた�
（SUN給プラン普及協議会）
-積水化学工業
-テュフ�ラインランド�ジャパン
-デルタ電子
-ナルテック
-西日本電信電話
-日新システムズ

-日本システムウエア
-日本電気計器検定所
-富士工業
-文化シヤッター
-北陸電力
-メディオテック
-大和電器
-リンナイ
Grid�Solutions� デジタライゼーション

さ スマートジャパンアライアンス

た ダイヘン� デジタライゼーション

椿本チエイン

は VINATech

電力・ガス事業者のためのビジネスパートナリングの展示会�

あ elDesign�/�enetrade

か コムシス情報システム�デジタライゼーション

さ Znalytics

た 中国電力
-エネルギアL＆Bパートナーズ
-中電工
-中国計器工業
-�エネルギア・ソリューション・�
アンド・サービス

ま モルフォ� デジタライゼーション

ら リミックスポイント

1.  併催カンファレンス

2030年のエネルギーミックス実現と2050年を見据えた脱炭素化の潮流にフォーカスした併催カンファレンスです。今後のさらな
る省エネ強化、エネルギーの有効活用に関する最新動向をはじめ、脱炭素化社会やエネルギーのデジタル化をテーマに加え、「省エ
ネルギー政策」�「電力システム改革」�「省エネ、再エネ技術」�「VPP、DER」など、法人のエネルギー需要家や電力・ガス業界のビジネスパー
ソンの皆様にご聴講いただけるプログラムを連日開催します。

� 主催:省エネルギーセンター�/�Jtb�Communication�Design



事前来場登録の方 （セミナーを受講される方はこちら） 招待状持参

※セミナーの聴講をご希望の場合
1.事前来場登録を行う
2.公式WEBサイトからカンファレンス登録を行う
3.当日は、印刷した「来場者バッジ」と「セミナー受講証」をお持ちください。

招待状の来場登録欄を記入のうえ、ご来場の際に受付登録所に
お持ちください

1.WEB で事前来場登録 2. 来場者バッジを印刷 3. ご来場の際は、印刷され
た来場者バッジを持参の
うえ、直接展示会場へご
入場ください。

来場に関する
お問い合わせ

＜ENEX／Smart Energy Japan／電力・ガス新ビジネスEXPO展示会事務局＞株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1セレスティン芝三井ビルディング
TEL： 03-5657-0762    FAX： 03-5657-0645    Email：low-cf@jtbcom.co.jp

来 場 登 録 欄
個人情報の取り扱いについて【□✓ 必須】

同意する登録所の看板、もしくは
展示会公式WEBにて確認し、

登録所の看板、もしくは展示会公式WEBの［個人情報の取り扱いについて］をご確認、同意のうえ、登録をお願い致します。
主催：一般財団法人省エネルギーセンター／株式会社JTBコミュニケーションデザイン

①従事されている職種 該当する欄に□✓をおつけください。（一つのみ選択）

（1） ● 研究・開発
□a 研究（企業） 
□b 研究（大学・研究機関） 

（2）
● 設計 ● 生産
● 製造 ● 品質管理

□c 設計・開発・SE
□d 製造・生産技術
□e 検査・品質管理

（3） ● 経営者・経営／事業企画 □ f 経営者 □g 総務・経営企画

（4）
● 営業  
● マーケティング
● その他

□i 販売・営業 □j マーケティング
□ k 広報・宣伝 □m その他

（5） ● 購買／調達・施設管理・CSR
□ n 施設管理 □ o 購買調達
□h 環境保全・CSR

（6） ● 学生 □p 学生

③従事されている業種 該当する欄に□✓をおつけください。（一つのみ選択）

□ 1. 製造業
∟□ 1-1. 化学

∟□ 1-2. 医薬品・化粧品

∟□ 1-3. 食品・飲料

∟□ 1-4. 繊維・窯業・製紙

∟□ 1-5. 印刷

∟□ 1-6. 半導体・IC・電子部品・デバイス

∟□ 1-7. 電子機器・総合電機

∟□ 1-8. 自動車・車載機器・電装機器

∟□ 1-9. 制御機器・精密機器・産業機械

∟□ 1-10. 医療機器

∟□ 1-11. 検査・分析・計測機器

∟□ 1-12. コンピュータ・周辺機器

∟□ 1-13. 通信・ネットワーク

∟□ 1-14. 鉄鋼・非鉄金属

∟□ 1-15. 輸送機器

∟□ 1-16. その他製造業

□ 2. 電力事業者
□ 3. ガス事業者
□ 4. 熱供給事業者
□ 5. 再生可能エネルギー事業者
□ 6. 建設業、建築設計事務所、施工会社
□ 7.  住宅メーカー、工務店、住宅設備、 

不動産会社
□ 8.  ファシリティマネジメント、 

ビルメンテナンス、コンサルティング
□ 9. 商社・代理店
□ 10. 流通・小売業
□ 11. サービス業
□ 12.  エネルギーリソースアグリゲーター、 

アグリゲーションコーディネーター
□ 13.  IT、情報・通信、 

システムインテグレータ
□ 14. 官公庁、自治体、地方公共団体
□ 15.  機構、協会、団体、 

教育（高校、専門学校、大学）
□ 16. 報道、メディア、出版
□ 17. 金融、投資
□ 18. その他

②ご来場の展示会 該当する欄に□✓をおつけください。（一つのみ選択）

□1. ENEX　 □2. Smart Energy Japan　 □3. 電力・ガス新ビジネスEXPO

④エネルギー管理士の資格をお持ちですか （一つのみ選択）

□ 1. 持っている
□ 2. 持っていない

□ 3. 取得予定

⑦本展示会を知ったきっかけ
□ 1. 過去に来場したことがあるから
□ 2. 主催者からの案内
□ 3. 出展企業からの案内
□ 4.  インターネット広告 

（リスティング / バナー広告）
□ 5. WEB検索
□ 6. 新聞・雑誌広告

□ 7.  職場の上司・同僚、 
業界知人からの紹介

□ 8.  大阪開催のエネルギーイノベーション 
ジャパンを知っていたから

□ 9.  その他 

[　　　　　]

⑤あなたの現在の役職 （一つのみ選択）

□ 1. 一般社員
□ 2. 主任・係長クラス
□ 3. 課長・部長クラス

□ 4. 役員・社長
□ 5. その他

⑥ご来場の目的 （複数回答可）

□ 1. 製品・技術の比較検討
□ 2. 製品・技術の購入や導入
□ 3. 製品開発のための提携先・
 協業先の開拓

□ 4. 製品・技術の導入・
 開発のための情報収集
□ 5. 特定の企業・製品の展示をみるため
□ 6. セミナー・カンファレンスへの参加
□ 7. 次回出展検討のため

本招待状で、同時開催展も無料でご入場いただけます。以下に名刺を貼付頂くか、 
必要事項をご記入のうえ、展示会受付までお持ちください。

名
刺
貼
付
欄

お名前 性 名

会社名

所属 役職名

住所（〒　　　　-　　　　　　） 都 道
府 県

市 区
郡 　

TEL FAX

E-mail
 @

※出展者ブースで入場バッジのバーコードをご提示いただいた場合には、読み取った情報をもとに 
出展者から直接ご案内等をさせていただく事がありますので、ご了承ください。

名刺貼付

招待状追加のご希望は公式WEBから！
本招待状を会社の上司や同僚、関係部門の方にお配りください。
団体でのご来場を予定されている方には、無料で招待状をお送りします。

フロアレイアウト、出展者一覧セミナー情報を続々公開！

https://www.low-cf.jp/east/ENEX 検 索で

※GDPR Notice：https://www.ics-expo.jp/pdf/privacy_notice_en.pdf

1月29日（水）

グリッドエッジテクノロジーの最新動向①� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　14:15～15:45

第5次エネルギー基本計画で示された再生可能エネルギーの主電源化に向けて、高機能な発電・蓄電設備の開発、電力制御や監視技術の進歩、
不安定な出力をカバーし需給バランスを維持する応答性の高い調整力の確保が不可欠となっています。大手電力会社を中心に、エネルギーリ
ソースアグリゲーションビジネス（ERAB）が進んでいる中、次世代電力システムの構築に向けたキープレーヤーの取り組みをVPP、DER、DR、
通信技術など各社独自の観点で解説いただきます。

14:15～14:45 リソースアグリゲーター向けクラウドサービスについて
 日本電気　スマートエネルギー事業部　VPP事業統括　エグゼクティブエキスパート　田村 徹也 氏

14:45～15:15 これからのエネルギーアグリゲーション事業 ～再エネを取り巻く環境変化に向けて～
 東芝エネルギーシステムズ　グリッド・アグリゲーション事業部　エネルギーIoT推進部　部長　新貝 英己 氏

15:15～15:45 再エネ拡大に向けたアプローチ（仮）
 富士通　サステイナビリティ推進本部　環境統括部　統括部長　濱川 雅之 氏

地中熱セミナー「地中熱利用技術の最新動向」� 無料�事前登録制

エネルギーステージB（南2ホール）　15:00～16:30

15:00～15:30 地中熱利用システムの設計　－ZEBの実現に向けて－
 日本設計　常務執行役員　柳井 崇 氏

15:30～16:00 地中熱利用システムの建築物への導入
 鹿島建設　技術研究所　専任部長　塩谷 正樹 氏

16:00～16:30 NEDOの地中熱利用技術開発
 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 新エネルギー部　熱利用グループ　主査　谷口 聡子 氏

1月30日（木）
再⽣可能エネルギー・長期停電対策に貢献する分散エネルギー　� 無料�事前登録制

～EV、V2G、バッテリー、地産地消、ブロックチェーン技術、ローカルVPP～
会議棟（605会議室）　10:00～17:00
2018年9月に起きた地震の影響による北海道全域のブラックアウトや、台風の大型化による長期の停電など、自然災害に備える電力の対
策は急務となっています。再エネ導入、EV、V2G、蓄電池、地産地消、ブロックチェーン技術、地域内融通などを活用した スマートエネル
ギー社会の実現が求められています。
本セミナーでは、分散エネルギーシステムの最新動向やエネルギーリソース、開発への取組について紹介いたします。
主催： 大阪工業大学 / 芝浦工業大学 / 福岡スマートハウスコンソーシアム / DELIA /  

電気学会 ローカルVPPを目指す分散エネルギー技術調査委員会

省エネルギーフェアカンファレンス2020� 無料�事前登録制

エネルギーステージB（南2ホール）　13:00～16:00
オフィスビル、病院、商業施設、宿泊施設等のいわゆる業務部門に対して省エネを提案できる事業者より、業務部門の省エネを推進するた
めの情報として、省エネルギー相談地域プラットフォームといった国の施策やエネマネ事業者等による補助金活用支援、ＥＳＣＯ手法に
よる設備投資の事例のほか、自治体・民間企業問わず、課題の整理や国の補助金・施策等に関する情報提供、有識者の派遣など、皆さんの
事業活動を後押しする、関東経済産業局の地域エネルギー事業をご紹介いたします。
主催：経済産業省　関東経済産業局／ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会

①2020年加速させよう環境対策 ～10年後の未来を見据えて～
 イースリー

⑤ 省エネ等の補助金/助成金を活用した 
経営力強化/企業価値向上について GNE

②エネルギーマネジメント2.0
 ヴェリア・ラボラトリーズ

⑥省エネルギー相談地域プラットフォームの支援事例
 静岡県環境資源協会

③SDGs対応!!業務用施設の省エネの進め方
 エコエナジー

⑦古川電気工業株式会社の省エネ
 古川電気工業

④省エネルギー診断による省エネルギー事例について
 エコファーム推進機構

⑧関東経済産業局の「地域エネルギー事業」について
 関東経済産業局

※各テーマの開始時間については、ENEX2020公式ホームページをご確認ください。

Sustainable�Session�� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　10:15～11:15
持続可能なエネルギーへ、世界の移行を加速する
 Tesla Motors Japan　エナジープロダクツ　カントリーマネージャー　浅倉 眞司 氏

グリッドエッジテクノロジーの最新動向②� 無料�事前登録制

南棟2階会議室B　12:15～13:15
第5次エネルギー基本計画で示された再生可能エネルギーの主電源化に向けて、高機能な発電・蓄電設備の開発、電力制御や監視技術の進
歩、不安定な出力をカバーし需給バランスを維持する応答性の高い調整力の確保が不可欠となっています。大手電力会社を中心に、エネル
ギーリソースアグリゲーションビジネス（ERAB）が進んでいる中、次世代電力システムの構築に向けたキープレーヤーの取り組みをVPP、
DER、DR、通信技術など各社独自の観点で解説いただきます。

12:15～12:45 レドックスフロー電池等を用いたEV急速充電器のピークカットシステムの開発 住友電気工業　エネルギーシステム事業開発部　主幹　長野 洋 氏

12:45～13:15 調整中

キーノートセッション�～省エネ・脱炭素社会構築に向けた政策・エネマネ～� 無料�事前登録制

南棟2階会議室B　10:30～12:00

10:30～11:00 日本の省エネルギー政策について（仮）
 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　省エネルギー課長　江澤 正名 氏

11:00～11:30 脱炭素社会に向けた省エネの新たな展開 地球環境産業技術研究機構　副理事長・研究所長　山地 憲治 氏

11:30～12:00 脱炭素化社会と省エネルギー 住環境計画研究所　代表取締役会長　中上 英俊 氏

工場廃熱活用セミナー� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　10:15～12:45

10:15～10:45
《総論》工場廃熱活用の概要
 日本エレクトロヒートセンター　業務部長　福永 浩 氏

10:45～11:15
《ヒートポンプ1》脱炭素化・省エネルギー社会へ向けた廃熱活用ヒートポンプ導入事例と最新技術について
 神戸製鋼所　機械事業部門　圧縮機事業部 冷熱・エネルギー部　冷熱営業室　西岡 大輝 氏

11:15～11:45
《ヒートポンプ2》グリーン冷媒ヒートポンプを用いた工場廃熱活用事例
 前川製作所　アドバンスドシステム部門　リーダー 次長　米田 弘和 氏

11:45～12:15
《エンジニアリング》MVRを用いた工場廃熱活用事例
 ササクラ　水処理事業部　東京水処理営業室　松永 裕衣 氏

12:15～12:45
《熱交換器》熱交換器を用いた廃熱回収と暑熱対策事例
 MDI　代表取締役　岩澤 賢治 氏

脱炭素社会に向けた連携省エネの推進�� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　15:30～16:30

15:00～15:30
東京ガスグループにおける連携省エネの取組み
 東京ガス　エネルギー企画部　エネルギー計画グループ　副課長　小川 哲史 氏

15:30～16:00
JFEエンジニアリングが提供するエネルギーサービス（仮）
 JFEエンジニアリング　電力ビジネス事業部　エネルギーサービス事業推進部　坂本 賢美 氏

16:00～16:30
「発注者による『場』の提供」を通じた省エネ連携について（仮）
 京都駅ビル開発　管理部　部長　髙浦 敬之 氏

1月31日（金）

省エネ補助金活用セミナー�～最新の傾向と動向～� 有料�事前登録制
会議棟（610会議室）　13:30～16:00

省エネ・再エネ設備を導入する際の支援策について令和２年度省エネ・再エネ補助金制度の紹介
BCPと省エネについての解説 主催：省エネルギーセンター

ENEX2020�NEDOセッション��～今後の省エネルギー技術開発について～（仮）� 無料�事前登録制

南棟2階会議室B　10:30～12:30
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）では、エネルギー基本計画等の政府方針を踏まえて、将来に向けて省エ
ネルギーに大きく貢献する重要分野を特定した省エネルギー技術戦略に定める重要技術を改定しました。
今回は重要技術の改定に関する省エネルギー技術開発の最新動向等を情報提供いたします。
 ※講演者調整中

みんなで創ろう！�スマートハウス� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　13:00～14:30

13:00～13:30
人を幸せにするIoTスマートハウス
 神奈川工科大学　創造工学部　ホームエレクトロニクス開発学科 教授 / スマートハウス研究センター所長　一色 正男 氏

13:30～14:00
レジリエンス機能を強化したスマートハイムシリーズの紹介（仮）
 積水化学工業　住宅カンパニー　主席技術員　太田 真人 氏

14:00～14:30
日本初! 卒FIT向け自家消費型プラン「SUN給プラン」のご紹介（仮）
 新電力おおいた（SUN給プラン普及協議会）　代表取締役　山野 健治 氏

Society5.0の実現に向けたエネルギーマネージメント� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　15:00～16:00

15:00～15:30 SDGsに貢献する連携制御
 JEITA制御・エネルギー管理専門委員会　WG1/荏原電産　笹木 誠 氏

15:30～16:00 国際標準のエネルギーマネジメントがもたらす効果
 JEITAエネルギ－マネジメント標準化専門委員会 / 中央電子　高橋 一敏 氏

■ 出展者プレゼンテーション 無料�事前登録不要（直接会場にお越しください）

1/29
（水）

エネルギーステージA（南1ホール）　10:30～11:15

PPS向けITテクノロジーとBPOサービス～PPSビジネス環境の変化に対する適応速度とシステムの柔軟性～ Znalytics
エネルギーステージA（南1ホール）　11:30～12:15

調整中 Oracle Utilities
エネルギーステージB（南2ホール）　11:30～12:15

新電力会社が伸びない理由は“組織”にあった？ ～プロジェクトを成功させるためにはステークホルダーの選び方と内部組織づくりが肝心!～ リミックスポイント
エネルギーステージB（南2ホール）　13:00～13:45

J－クレジットの地産地消や、再エネクレジットによるCDP、RE100などのイニシアチブ対応、
森林保全の推進などの紹介（その１）　～J－クレジットの活用・創出方法について～ J-クレジット制度
エネルギーステージB（南2ホール）　14:00～14:45

平成30年度省エネ大賞経済産業大臣賞（ビジネスモデル分野）受賞の『エアロジェル増し保温®工法による保温材熱ロス削減』の解説 ニチアス

1/30
（木）

エネルギーステージB（南2ホール）　10:30～11:15

調整中 東京商品取引所
エネルギーステージB（南2ホール）　11:30～12:15

熱を捨てない工場へ!! 【水のオルガノ】による熱回収ソリューション『水熱利用システム』
～〈水の熱〉に着目した熱回収のポイントと導入事例、次の展開～ オルガノ
エネルギーステージA（南1ホール）　13:00～13:45

リキッドデシカントの省エネ性について ダイナエアー
エネルギーステージA（南1ホール）　14:00～14:45

調整中 Oracle Utilities

1/31
（金）

エネルギーステージB（南2ホール）　10:30～11:15

最先端の電力取引ビジネス　～ブロックチェーン技術と電力デリバティブ～ elDesign / エネトレード
エネルギーステージA（南1ホール）　11:30～12:15

SDGsを実現する省エネの進め方 ～必ず結果がでるメソッド～ エコエナジー
エネルギーステージB（南2ホール）　11:30～12:15

J－クレジットの地産地消や、再エネクレジットによるCDP、RE100などのイニシアチブ対応、
森林保全の推進などの紹介（その2）　～J－クレジットの活用・創出方法について～ J-クレジット制度
エネルギーステージB（南2ホール）　13:00～13:45

【水のオルガノ】によるエネルギーソリューション～『水』から産み出す更なる省エネと未利用エネルギー活用～ オルガノ
エネルギーステージB（南2ホール）　14:00～14:45

マーケットアプローチモデルによる日本卸電力取引所・電力スポット価格長期予測シミュレーションシステムのご紹介 極東産業

EN

2020年以降の電力システム改革の動向� 無料�事前登録制

エネルギーステージA（南1ホール）　12:30～14:00

電力システム改革の概要さらには関連制度整備について、2020年に予定されている発送電分離、料金規制の撤廃（総括原価方式の撤廃、
電力会社の供給義務の解除）を見据えた動向を解説いただきます。

令和元年度新エネ大賞表彰式� 当日参加可

会議棟（703会議室）　14:00～15:00

新エネルギー等に係る機器の開発、設備等の導入及び普及啓発の取組について優れたものを表彰する制度の表彰式です。
主催：新エネルギー財団　後援：経済産業省

カンファレンスプログラム

2019年度（令和元年度）省エネ大賞受賞事例発表会� 無料�事前登録制

南棟2階会議室B　13:30～16:30

2019年度（令和元年度）省エネ大賞受賞者の中から、省エネ事例部門の経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、中小企業庁長
官賞の各受賞者による発表を行います。業種、業態を超えた優れた他社の取組を学ぶことができることから、自社のエネルギー合
理化に極めて役立つ機会です。

2019年度（令和元年度）省エネ大賞表彰式�
会議棟（レセプションホールA）　10:00～12:00

「2019年度（令和元年度）省エネ大賞」の表彰式を執り行います。
主催：省エネルギーセンター　後援：経済産業省

グローバルセッション�～注目企業が語るエネルギービジネス最前線～� 無料�事前登録制

南棟2階会議室B　13:00～14:30
AI、IoT、ブロックチェーンといったITテクノロジーの革新が、電力分野のデジタライゼーションを加速しています。グリッド運用、公益事業者
の業務支援、需給バランスの最適化、エネルギーコストのさらなる削減など、自由化以降の業界構造の変化、需要側の電力消費の変化に新たな
価値が生まれようとしています。本セミナーでは、グローバルを代表する各社が、海外のエネルギービジネスの潮流や先進事例を解説します。

13:00～13:30
Accelerating Access to Innovation in Utilities Industry
 Oracle Utilities　Vice President - Industry Strategy, Birrell Nick 氏

13:30～14:00
エネルギー小売事業者が競争力を保ち、革新的で市場の変化に 
対応することを可能にする正しいIT技術のありかた Znalytics　最高経営責任者　レディ マリ 氏

14:00～14:30
パワーフレキシビリティ：グローバル市場と日本における市場動向について
 Enel X Japan　カントリーマネジャー　奥山 潮 氏

※ エネルギー、ユーティリティ分野のプログラムをJapan Utility Week Conference（総称）として開催。同時開催展「Inter Aqua」のセミナーもご聴講（ご聴講には事前登録が必要です）いただけます。
※ 各プログラムは2019 年11月8日現在のものです。講師、講演内容は変更になる場合があります。最新情報・詳細は公式WEB をご確認ください。 

事前登録セッションは、展示会公式WEBサイトよりお申し込みください。

受付登録所に並ばず
スムーズに入場可能 !


