
“SDGs未来都市かわさき”始動！第１２回川崎国際環境技術展、開催！ 
～川崎国際環境技術展 ＆ テクノトランスファーinかわさき2019 初の同時開催～ 

 環境分野における優れた技術やノウハウが集まる「川崎国際環境技術展」が開催時期を例年の２

月から１１月に変更し、初の秋開催となります。今回は今年 7 月に「SDGs 未来都市」に選定され

た本市の SDGs の取組を市内外に発信するとともに、優れた工業製品・技術の展示等を行う   

「第３２回テクノトランスファーin かわさき 2019」が初めて同時開催されます。

１ 日  程 令和元年１１月１３日（水）・１４日（木）両日とも１０:００～１７:００

２ 会  場 カルッツかわさき（川崎市川崎区富士見１－１－４）

       １階大体育室：第１２回川崎国際環境技術展

       ２階小体育室：第３２回テクノトランスファーin かわさき 2019 
       その他、会場向かいの富士通スタジアム第一駐車場にて屋外展示場企画を多数実施

※JR 川崎駅・京急川崎駅より徒歩約１５分、川崎駅東口よりバス５分「教育文化会館前」下車

３ 入 場 料 無料

４ 出展状況 ２３９団体２９９ブースが出展（テクノトランスファーとの合算） 

       （うち、新規出展団体は川崎国際環境技術展：３９、テクノトランスファー：４３） 

５ 主なポイント 

（１）初の秋開催を記念した「農」にまつわる主催者企画 

・「環境」や「グリーン」とも親和性のある「農」企画を実施。ＡＩやＩｏＴ等の先端技術

を活用したスマートアグリの展示や農産品の販売（マルシェ）等、ビジネス層から市民ま

でを幅広く対象とした企画を実施。 

令和元年１１月５日 

市 長 記 者 会 見 資 料 

過去最大!! 

＜未来を創るかわさきスマートアグリ＞ 

＜クラウド施設園芸・高付加価値植物工場＞

富士通株式会社

「食・農クラウドAkisai（秋彩）」

＜高速栽培植物工場＞

昭和電工株式会社

「LED 植物工場ユニット」

＜農作業の自動化＞

株式会社ルートレック・ネットワークス

AI潅水施肥ロボット「ゼロアグリ」

＜かわさきそだちマルシェ他＞ 

＜「かわさきそだち」の販売＞

JAセレサ川崎

＜かわさき農産物の販売＞

社会福祉法人はぐるまの会
＜キャンプ仕様車輛展示、木質ペレットで焼いたピザの試食等＞

トヨタ・マイクス アウトドアガーデン

新規!! 
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（２）新たなビジネス展開へと繋がる各種プログラム 

１１月１３日（水）

１０：３０

～１２：００

SDGs セミナー

「持続可能な経営に向けて

 ～中小企業 SDGs戦略～」

株式会社大和総研 研究主幹

河口 真理子 氏 ほか

１１月１４日（木）

１０：１０～

１０：５０

国連グローバル・コンパクト

推進フォーラム

「SDGs で経営を変える」

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表理事

有馬 利男 氏

１０：３０

～１１：１０

世界初！

「PET分解酵素の発見と活性向上」

慶應義塾大学理工学部 教授

宮本 憲二 氏

１１：２０

～１２：００

世界の食糧問題に直結する

「地球最後のナゾ「土」をめぐる旅」

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林総合研究所 主任研究員

藤井 一至 氏

１２：１０

～１２：５０

産業廃棄物に関する

「リマーケティングビジネス

～日本版循環ビジネスの構築～」

株式会社ナカダイ 代表取締役

株式会社モノファクトリー 代表取締役

中台 澄之 氏

（３）市民も楽しめる、ビジネスにも役立つ様々な企画等を用意 
・第１０回記念臨海コンビナート都市連携シンポジウム（１１月１４日）  [ビジネス向け] 

・大手企業の協力による地元小学生を対象とした環境出前授業         [市民向け] 

 （協力企業：旭化成、神奈川トヨタ自動車、キヤノン、東京ガス、富士通 ※五十音順） 

・市内企業や施設の様々なリサイクルや環境への取組を体験できる見学バスツアー 

 （コース名：①水素、②エコライフ・環境、③水処理・リサイクル）[市民・ビジネス向け] 

・オフグリッドトレーラーハウス等の屋外展示＆水浄化実演     [市民・ビジネス向け] 

“ＳＤＧｓ未来都市かわさき”によるＳＤＧｓ関連セミナー 

一般財団法人日本総合研究所会長

寺島 実郎氏

ハーベイロード・ジャパン代表

経済ジャーナリスト 

財部 誠一氏

第１部 寺島実郎の未来塾 in かわさき２０１９

１１月１４日（木） １１：００～１２：００ 

「新たな構造変化を迎えた世界と日本 

－新たなルール形成に向けて－」

第２部 財部誠一の賢人塾 in かわさき２０１９

１１月１４日（木） １３：００～１４：００ 

「激動する世界経済 

日本企業はどう生き残るか」

１１月１４日（木）：環境ビジネスの潮流を示すグリーンイノベーションセミナー 

問合せ先

川崎市経済労働局国際経済推進室 深堀 担当

電話０４４－２００－３２１３

オフグリッドトレーラーハウス

（太陽光発電・蓄電池・バイオトイレ等を

 備えた移動式ハウス）

新規&拡充!! 

新規&拡充!! 
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併催行事 ※事前申込制・聴講無料（公式サイト【http://www.tech-kawasaki.jp/】から申込み）

13日
（水）

第16回川崎ものづくりブランド認定式
工都川崎が誇る市内中小企業の優れた製品・技術を認定！新規認定企業は当日発表します

時間：10:30～
場所：大体育室ｽﾃｰｼﾞ

ナノテクノロジーセミナー
テーマ：革新的ナノテクノロジー技術によるエネルギー社会の変革
講 師：京都大学化学研究所准教授坂本氏、

京都大学高等研究院アイセムス特定助教／㈱Atomis創業者兼CTO 樋口氏

時間：13:30 - 15:30
場所：ｱｸﾄｽﾀｼﾞｵ

14日
（木）

オープンイノベーションセミナー
テーマ：ITベンチャー×モノづくり中小企業

～自動見積システムで“モノづくり産業のポテンシャルを解放する”～
講 師：キャディ株式会社代表取締役 加藤勇志郎氏

時間：14:00  16:00
場所：ｱｸﾄｽﾀｼﾞｵ

15日
（金）

日本弁理士会（関東会）・川崎市共催「知的財産セミナー」
テーマ：会社の強みを活かして発明を作るには－発明創出の秘訣－
講 師：日本弁理士会関東会神奈川委員会委員 乙部孝氏

時間：10:30  12:00
場所：大会議室1～3

かわさき知的財産シンポジウム
テーマ：中小企業と大企業等によるオープン型の知的財産交流会
講 師：（発表順）NTT、中部電力、ﾐﾗ・ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ、3S、ﾔﾏﾊ、関西電力、日本無線、ﾘｺｰ

時間：13:00  16:00
場所：大会議室1～3

13、14日
（2日間）

技術シーズ提供セミナー
大学等の研究成果と企業ﾆｰｽﾞを結びつけるため、大学等6者によるｾﾐﾅｰを開催します

時間：13:45～（計6回）
場所：中会議室1

13、1５日
(2日間）

出展者セミナー
テクノトランスファーブース出展者7者による技術・製品等のPRセミナーを行います

時間：10:30～（計7回）
場所：大会議室4

第32回先端技術見本市「テクノトランスファーinかわさき2019」を開催します
～ 市内外の魅力溢れる企業がカルッツかわさきに集結 ～

川崎市では、県内企業を中心に、優れた工業製品・技術等の展示・実演を行い、販路の拡大・商
取引の促進を図るため、公益財団法人神奈川産業振興センター、神奈川県との共催で、先端技術
見本市「テクノトランスファーinかわさき」を毎年開催しています。

今年は、『カルッツかわさき』にて『川崎国際環境技術展』と同時開催（※）し、更なるビジネス交流の
拡大を狙います。また、最新技術や知的財産に関するセミナー等を併催するほか、川崎市が誇る技
術・製品を持つ企業による「川崎ものづくりブランドコーナー」の特設もいたします。ビジネスチャンス
獲得の場として、ぜひとも御来場ください！

令和元年11月13日 (水)～15日 (金) 10：00～17：00
※川崎国際環境技術展との同時開催は13日（水）、14日（木）の2日間
（オープニングセレモニーは10:00～10:25）
（第16回川崎ものづくりブランド認定式は13日（水）開会式終了後10:30～）

カルッツかわさき小体育室 （川崎区富士見1-1-4）
無料
111団体（110ブース） うち、市内企業47団体
公益財団法人神奈川産業振興センター、神奈川県、川崎市

開催概要
【会 期】

【会 場】
【入場料】
【出展数】
【主 催】

経済労働局産業振興部工業振興課 山本担当
電話：044-200-2325 (28601) Mail：28kogyo@city.kawasaki.jp

- 3 -



関連資料 

「低ＣＯ２川崎ブランド’19」認定結果発表会の開催について 

１ 日 時 ２０１９年１１月１３日（水） １３時２０分～１４時２０分 

２ 場 所 カルッツかわさき プレゼンステージ 

３ 内 容  (1) 授与式（認定証・記念の楯の授与） 

(2) 認定結果講評 

(3) 大賞受賞企業によるプレゼンテーション        

【低ＣＯ２川崎ブランド'19】 １２件を認定。うち大賞として２件を選定。 

【 大賞 】 

 株式会社アイ・ビー・エス 

        「バルチャーオートリセッタ PRO を用いた 

タイルカーペットの洗浄サービス」 

［特徴］ タイルカーペットを剥がして、専用の洗浄装置で丸洗いすることにより、 

新品同様にリセットし、カーペットの寿命を延長する洗浄サービス。 

新品のタイルカーペットへの交換と比較して二酸化炭素の排出量が削減。 

【 大賞 】  

株式会社イスズ 

        「オフグリッドトレーラーハウス」 

［特徴］ 太陽光発電システム、蓄電池、太陽熱温水器を備え、エネルギーの自給自足 

を実現したトレーラーハウス。 

化石燃料由来の電力・ガスを使用するトレーラーハウスと比較して二酸化 

炭素の排出量が削減。 

※ その他の認定製品等の詳細は次頁を御参照ください。 

問合せ先

川崎市環境局地球環境推進室 川合

電話 ０４４－２００－２３６４

Before After 
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低ＣＯ２川崎ブランド’19の認定結果について 

原材料の調達から廃棄等までのライフサイクル全体でＣＯ を削減できる市内企

業の製品・技術等をブランドとして認定し、広く発信することで、製品・技術等の

普及を促進して、地球温暖化対策を推進する川崎独自の取組です。 

本事業を開始した 2009 年度から昨年度までに合計 85 件の製品・技術等を認定し

ています。 

なお、当制度による取組は、地球温暖化防止に顕著な功績があったとして、平成

２９年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞しています。 

【2019 年度の認定結果】 

うち、※印の３社の製品・技術等については、「川崎メカニズム認証」も同時取得。 

なお、その他日本冶金工業株式会社の「ナスフィラー」についても、本年度「川崎メカニズム

認証」を取得（本製品は、2013 年度に低ＣＯ２川崎ブランドとして認定済み）。 

川崎メカニズム認証制度は、市内企業が研究・製造した環境技術・製品等が市外に広く普

及することにより、市域外で削減したＣＯ２排出量（域外貢献量）を認証し、市内企業が市域

外で削減貢献した量を「見える化」する制度です。 

NO 企業名 製品・技術等の名称 備考

１ 
大

賞 
株式会社アイ・ビー・エス 

バルチャーオートリセッタ PROを用いたタイ

ルカーペットの洗浄サービス 

２ 
大

賞 
株式会社イスズ オフグリッドトレーラーハウス 

３ 有限会社研精工業所 ＫＳリーマ 

４ 
ＪＦＥスチール株式会社  

東日本製鉄所（京浜地区） 
高耐食性溶融めっき鋼板『エコガル Neo 』 

５ 
株式会社ＪＥＲＡ  

川崎火力発電所 
MACCⅡ（More Advanced Combined Cycle Ⅱ） ※

６ 田代精工株式会社 
アルミニウム加工用新形状エンドミル

（TSK-mill 2DLCAL） 

７ 
東芝インフラシステムズ株式会社

小向事業所 

ＰＡＲ－１６型 精測進入レーダ－装置

（TW4494） 

８ 自動荷降ろし装置（RD-1000） ※

９ 東芝キヤリア株式会社 
スポット・ゾーン空調システム 

「ＦＬＥＸＡＩＲ」 
※

10 株式会社ニクニ マイクロバブルジェネレーター 

11 富士通特機システム株式会社 発火監視通報システム 

12 マサキ産業株式会社 ４ＳクリンＮＥＷ 

低ＣＯ２川崎ブランドの概要
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１ 日 時 令和元年１１月１３日（水）１３：００～１７：００ 

２ 会 場 カルッツかわさき １階 大会議室１～３ 

３ テーマ 都市と産業の共生に向けて 

    ～ＳＤＧｓ未来都市かわさきから発信する環境と経済の好循環に向けて～ 

４ プログラム(予定) ＜日本語と英語の同時通訳で開催＞ 

問合せ先 

川崎市環境局環境総合研究所事業推進課 藤巻担当 

電話 ０４４－２７６－９１１８ 

市内企業の優れた環境技術や国内外の環境への取組についての情報交換及び英国、

ベトナム、ドイツなど参加都市との信頼関係の醸成を目的に、「第１６回川崎国際エコ

ビジネスフォーラム」を開催します。

第１６回川崎国際エコビジネスフォーラムの開催について

環境と経済の好循環に向けた海外都市と市内企業の取組
ＳＤＧｓを通して見るグリーン成長

－世界の都市・地域とのインタラクティブな連携－

基調講演 「廃棄物発電：情報に基づいた意思決定の仕方

及びＳＤＧｓへの貢献」

国連環境計画 国際環境技術センター  

所長  キース・アルバーソン 氏

 セッション１ 「環境と経済の好循環に向けた海外都市と市内企業の取組」

プレゼンター：海外都市（英国大使館、マレーシア、ベトナム） 

市内企業（日本原料（株）、東芝インフラシステム 

ズ（株）、昭和電工（株）） 

 セッション２ 「ＳＤＧｓを通じて実現するグリーン成長

         -世界の都市・地域とのインタラクティブな連携-」

 プレゼンター：海外都市（ドイツ、インドネシア） 

国内外の大学・研究所 英国大使館、ベトナム・

フンイェン省、ドイツ・

ザーベック市は初参加!! 
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長寿命LED照明コンデンサレス
電源

金属箔の精密圧延加工技術






