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お 知 ら せ   

 
 

 

環境・インフラ・脱炭素 社会課題解決展 SDGs Week EXPO 2022 

 「エコプロ 2022［第 24回］－環境問題と SDGsに向き合い持続可能な社会へ－」 

  に出展します！ 

 岡山県では、環境関連の新技術、新商品の開発に取り組む県内企業の販路開拓振興策の一環として、

環境や SDGs 関連の製品・技術が集結し、アジアを代表する総合展示会「エコプロ 2022」に出展する

こととしましたので、お知らせします。（委託先：公益財団法人岡山県産業振興財団） 

 なお、本件については、県政記者クラブ及び経済金融記者クラブへ同時にお知らせしています。 

記 

１ 名  称  エコプロ 2022［第 24回］ 

２ 会  期  令和４年１２月７日（水）～９日（金）１０時～１７時 

３ 会  場  東京ビッグサイト 東４～６ホール（東京都江東区有明 3-11-1） 

４ 主  催  一般社団法人サステナブル経営推進機構、日本経済新聞社 

５ 開催概要  持続可能な社会の実現に向けた社会問題の解決を目指す展示会として、環境や 

       SDGs 関連の情報発信を行う。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し、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、社内外の 

       若手、Z世代、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である。 

         ○出展規模：474社・団体／947小間 ○来場者数：60,000人（見込） 

６ 出展小間  東６ホール／小間番号：６－０４９ 

７ 入場料等  無料・事前登録制 

 

 

（裏面に続く） 

所属 
岡山県産業労働部 

産業振興課 

担当 
イノベーション推進班 

香山、小林（内線 5163） 

直通 086-226-7380 

 

 
 

  

   

   

 



８ 出展者（１３社・機関） 

出  展  者 所在地 主な展示内容 

公益財団法人岡山県産業振興財団 
※出展代表者

岡山市 
岡山県内の企業が開発した先進的な環境配慮製品・装置・技術・

システム等の紹介

株式会社 

ウッドプラスチックテクノロジー

東京都 

津山市 

バイオマス入りの再生プラスチックを使用したウッドプラスチ

ック製品（敷板Wボード）、使用済 PPバンドから再生 PPバン

ドを作る“band to band”で作られたグリーンライトバンド他 

セイショク株式会社
倉敷市 

岡山市 

繊維端材を未活用の繊維資源として回収し、独自の特許技術と

サトウキビの非可食成分由来バイオポリマーでアップサイクル

した新素材「NUNOUS（ニューノス）」

株式会社タイガーマシン製作所 高梁市 
使用済み紙おむつ燃料化装置「SFD」 

廃棄太陽光パネルリサイクル装置「PVリサイクルハンマー」 

株式会社チヨダマシナリー 岡山支店 

※㈱タイガーマシン製作所共同出展者

埼玉県 

岡山市 

ペレット製造装置「プレスペレッター」 

バイオマス灰・石炭灰・焼却灰再資源化プラント 

萩原工業株式会社 倉敷市 
再生原料を 50％以上使用したエコフレンドリーシート、コンク

リートの耐久性向上、長寿命化を実現するオレフィン性コンク

リート補強繊維「バルチップ」、ブルーシート水平リサイクル

株式会社パック・ロード 岡山市 
紙なのに中が透けて見えるクリアな紙ファイル「シ（紙）ース

ルーファイル」

紙としてリサイクルが可能な環境に配慮した紙製ファイル

株式会社日ノ出化工 総社市 
規格外の炭を再利用した脱臭剤「Organic Carbon Board」

「SUMIYOI」、瀬戸内産牡蠣殻を活用した自然由来の除菌液

「Re:Shell」、廃プラから再生油を精製する油化装置 

株式会社フジワラテクノアート 岡山市 
微生物のチカラを最大限に引き出す「固体培養技術」及び「小

型通気式固体培養装置」。食品、薬品、燃料、飼料、バイオ素材

などをサステナブルに生産する技術として期待が高まる。 

横山製網株式会社 瀬戸内市 
紙からできた農業用資材グリーンネット「TEND LEAF」 

収穫後はネットごと焼却廃棄、かつ土中に埋めれば約 5 週間で

分解廃棄可能な脱プラに向けたエコ製品 

ランデス株式会社 真庭市 
低炭素化技術や多様な生物の生息環境を保全するコンクリート

製品。側溝に落下した生き物が容易に脱出できる小動物保護側

溝「ハイダセールⅠ型」、環境保全護岸「はんざき」等 

ハレ―サルト工業会
※ランデス㈱共同出展者

真庭市 
（事務局） 

高炉スラグ微粉末や高炉スラグ細骨材を活用した耐塩害性、耐

凍害性、塩害と凍害の複合劣化に対する抵抗性、並びに耐硫酸

性を向上した低炭素型超耐久性コンクリート「ハレ―サルト」 

株式会社リプロ 岡山市 
再生プラスチックを原料とした再生杭に浸水を検知するセンサ

ーを取り付け内水氾濫を早期検知する「水ピィ杭」、斜面災害早

期検知のため再生杭に加速度センサーを内蔵した防災用製品 

９ 岡山県ブース実施企画（ワークショップ＆ミニセミナー） 

別紙のとおり 

１０ 第５回エコプロアワード受賞 

セイショク株式会社が令和４年度「第５回エコプロアワード」優秀賞を受賞し、１２月８日（木） 

  10:20～12:00、エコプロ 2022会場内特設ステージにおいて表彰されます。 

受賞案件：NUNOUS（ニューノス） ※上記出展者情報参照 

１１ 問合せ先  公益財団法人岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 研究開発支援課 

担当：環境産業支援コーディネータ 竹 内 聖 子 

岡山市北区芳賀 5301 TEL 086-286-9652 FAX 086-286-9676 

ＵＲＬ https://bnet-okayama.jp（中四国環境ビジネスネット公式サイト） 

ＵＲＬ https://messe.nikkei.co.jp/ep（エコプロ 2022公式サイト） 

https://bnet-okayama.jp/
https://messe.nikkei.co.jp/ep


エコプロ 2022 岡山県ブース ワークショップ＆ミニセミナー 実施スケジュール

実施日 TIME TABLE 区 分 出 展 者 
所要 

時間 
定員 プ ロ グ ラ ム 

12/7 

（水） 

11:00～12:00 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 萩原工業㈱ 
30 分 

30 分 

8 人 

8 人 

廃ブルーシートの水平リサイクルプロジェクト「Revalue＋」から

生まれた再生ブルーシートで可愛い小物を作ってみよう！！ 

①くるみボタンづくり ②花のコサージュづくり 

１３:30～1３:５0 ﾐﾆｾﾐﾅｰ ㈱日ノ出化工 20 分 １２人 

『廃プラスチックを再生油に～脱炭素社会を目指す～』 

プラスチック資源循環促進法の施行に向け、廃プラをボイラーや

発電機で使用可能な再生油に油化する技術をご提案します。 

１4:30～１４：５0 ﾐﾆｾﾐﾅｰ ㈱フジワラテクノアート 20 分 12 人 

当社が長年取り組んでいる、日本の醸造文化で伝承されてきた

匠の技による麹づくりで培った麹菌などのカビの性質や潜在能

力を最大化する「固体培養技術」をわかりやすくご紹介します。 

15:30～１５：５０ ﾐﾆｾﾐﾅｰ ㈱パック・ロード ２0 分 １２人 

『紙なのに中が透けて見える「紙（シ）ースルーファイル」』 

従来のクリアファイルから環境に配慮した脱プラの紙製ファイ

ル。紙としてリサイクル可能なので SDGｓにも貢献できます。 

12/8 

（木） 

１0:30～1１:０0 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ㈱日ノ出化工 ３０分 8 人 瀬戸内産の牡蠣殻を使って除菌液をつくってみよう！！ 

13:00～1３:３0 ﾐﾆｾﾐﾅｰ 
㈱ウッドプラスチック 

テクノロジー 
２０分 １２人 

『PP バンドの水平リサイクル』 

使用済み PP バンドの回収から再生 PP バンドの製造まで一貫

体制で行う「水平リサイクル」についてご紹介します。 

14:00～15:00 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ セイショク㈱ 
３0 分 

３0 分 

4 人 

4 人 

リサイクルが難しかった規格外の布をアップサイクルした素材

「NUNOUS（ニューノス）○R 」を使って小物を作ってみよう！！ 

☆第 5 回エコプロアワード優秀賞受賞 

１５：３０～１5：5０ ﾐﾆｾﾐﾅｰ 横山製網㈱ ２０分 12 人 

『紙からできたグリーンネット TEND LEAF のご紹介』 

漁網の一貫生産技術を活かし、１００％自然素材の農業用資材を

開発。使用後は焼却処理も可能。脱プラに貢献します！！ 

12/9 

（金） 

10:30～11:30 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 萩原工業㈱ 
３０分 

３０分 

8 人 

８人 

廃ブルーシートの水平リサイクルプロジェクト「Revalue＋」から

生まれた再生ブルーシートで可愛い小物を作ってみよう！！ 

①くるみボタンづくり ②花のコサージュづくり 

１３：0０～13:20 ﾐﾆｾﾐﾅｰ ランデス㈱ 20 分 12 人 

『コンクリートが CO2 を吸収？！』 

産業副産物を利用しセメント使用量の削減と製造時の CO2吸収

を可能にした次世代環境配慮型コンクリートをご紹介します。 

14:00～14:２0 ﾐﾆｾﾐﾅｰ ㈱リプロ ２0 分 １２人 

『リプロの廃プラスチック・リサイクルシステムのご紹介』 

国内各所から様々な廃プラを回収→粉砕→成型し、再生プラス

チック杭を製造しています。リサイクル杭の用途展開もご紹介。 

東 6 ホール／6－０４9


