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日本から世界に向けて、再生可能エネルギーに関する最新情報を発信！！
持続可能な地球を創り出す先進技術を集めた

「再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム」

名　　称：第14回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム　RENEWABLE ENERGY 2019
日　　程：2019年7月10日（水）〜12日（金）　10：00〜17：00

会　　場：パシフィコ横浜

主　　催：再生可能エネルギー協議会	

共　　催：国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、
国立研究開発法人科学技術振興機構、一般財団法人新エネルギー財団（以上予定）

後　　援：後援については関係省庁、団体へ申請し、決定し次第ホームページに掲載します。

協　　賛：電気事業連合会／一般社団法人日本電機工業会／石油連盟／一般社団法人日本ガス協会／一般社団法人日本鉄鋼連盟／一般社団法人日本建設業連合会／一般
社団法人電子情報技術産業協会／一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会／一般社団法人日本水道工業団体連合会／一般社団法人日本機械学会／公益社
団法人応用物理学会／一般社団法人電気学会／公益社団法人日本化学会／一般社団法人日本建築学会／公益社団法人空気調和・衛生工学会／公益社団法人化
学工学会／一般社団法人水素供給利用技術協会／一般社団法人水素エネルギー協会／一般社団法人燃料電池開発情報センター／燃料電池実用化推進協議会／
一般財団法人エンジニアリング協会／国立研究開発法人国立環境研究所／国立研究開発法人海洋研究開発機構／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構／国
立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所　海上技術安全研究所／国立研究開発法人国際農林水産業研究センター／国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構／国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所／国立研究開発法人物質・材料研究機構／独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機構／公益社団法人日本船舶海洋工学会／公益財団法人日本科学技術振興財団／公益社団法人日本地下水学会／一般社団法人日本半導体製造装置協会／一般
財団法人日本自動車研究所／世界省エネルギー等ビジネス推進協議会／公益財団法人地球環境産業技術研究機構／一般財団法人エネルギー総合工学研究所／
一般財団法人日本エネルギー経済研究所／一般財団法人電力中央研究所／一般財団法人省エネルギーセンター／一般社団法人新エネルギー導入促進協議会／
一般社団法人太陽光発電協会／一般社団法人日本風力発電協会／一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター／一般社団法人日本熱供給事業協会／一般社団法
人日本エネルギー学会／一般社団法人エネルギー・資源学会／一般財団法人日本気象協会／一般社団法人ソーラーシステム振興協会／一般社団法人住宅生産
団体連合会／一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般財団法人建築環境・省エネルギー機構／公益社団法人日本建築家協会／日本地熱学会／日本地
熱協会／特定非営利活動法人地中熱利用促進協会／一般社団法人ターボ機械協会／水力アカデミー／一般社団法人日本流体力学会／一般社団法人日本冷凍空
調工業会／公益社団法人日本冷凍空調学会／日本ヒートアイランド学会／太陽光発電技術研究組合／有機系太陽電池技術研究組合／一般社団法人日本小形風
力発電協会／一般社団法人日本風工学会／風力発電推進市町村全国協議会／一般社団法人アルコール協会／一般社団法人日本有機資源協会／サステイナビリ
テイ学連携研究機構（IR3S）／日本LCA	学会／一般社団法人海洋エネルギー資源利用推進機構／一般社団法人日本太陽エネルギー学会／一般社団法人日本風
力エネルギー学会	（以上申請予定）

特別協力：公益財団法人高橋産業経済研究財団、フジサンケイビジネスアイ（日本工業新聞社）

入　　場：無料（登録入場制）	

事 務 局：（株）シー・エヌ・ティ

同時開催：PV2019	太陽光発電展示会＆フォーラム（主催：フジサンケイビジネスアイ、株式会社シー・エヌ・ティ　特別協力：一般社団法人太陽光発電協会）

開催概要

【全体構成】
展示会
再生可能エネルギー全分野をはじめ、エネルギーと環境に関わる主要企業・団体が出展！
地球環境保全に貢献する最新の製品・技術・サービス・周辺機器・情報を発信します。

　前回、「再生可能エネルギー世界フェア」として開催していた2つの展示会「再生可能エネルギー世界展示会」および「PVJapan」は2019年より大幅に
リニューアルすることになりました。
　2019年は総称を『再生可能エネルギー＆環境ビジネスフェア』とし、2つの展示会に加え、「蓄電＆システムゾーン」と「環境ビジネスゾーン」を新設す
るなど“再生可能エネルギーと環境ビジネス”の関連情報が集結する場としました。
　是非、多くの関係者による積極的なご参加をお願いいたします。

○「再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム」　（主催：再生可能エネルギー協議会）
再生可能エネルギー全分野を対象とした最新技術の展示会とフォーラム

○「PV2019 太陽光発電展示会＆フォーラム」　（主催：フジサンケイビジネスアイ、株式会社シー・エヌ・ティ／特別協力：一般社団法人太陽光発電協会）
太陽光発電とエネルギーシステムに関する専門イベント

アカデミックギャラリー

基調講演（併催展合同企画） フォーラム

出展者プレゼンテーション

〈会場イメージ図〉	 ※詳細レイアウトは出展者説明会にて発表します
	 ※アネックスホールでも併催フォーラムを実施します
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再生可能エネルギー＆環境ビジネスフェア

PV2019

大学研究室等が最新の再生
可能エネルギー技術・情報
を公開し、産学連携を支援し
ます。

併催展示会合同の基調講演
を開催します。再生可能エネ
ルギーとエコソリューション
に関する最新の政策や業界
動向を紹介します。

蓄エネを含めた12分野の最
新技術・事例などに関する
フォーラムを連日開催します。
2017年のフォーラム実績は
下記ホームページをご覧くだ
さい。

	 http://www.renewableenergy.jp/2017/forum.html

出展者が展示会場内で自社
の製品・ソリューションを詳
しく説明します。



家庭用、オフィスビル用、電力系統用などを含む
蓄エネとシステムに関わるあらゆる商材・技術・情報を募集

政策・統合概念
国の政策、電力事業・新電力の取組み、RE100
環境モデル都市・環境未来都市　他

水素・燃料電池
燃料電池システム・製品、モビリティ、構成部品、材料、
製造・貯蔵・供給・輸送、評価・測定・分析・検査、
関連機器　他

中小水力、未利用エネルギー
水車、発電機、動力伝達装置、
電気機器（制御盤、保護盤、所内盤、水位計、配電線）、
取水、導水、水槽、水圧管路、他構成部品、材料、
設備管理、運用、メンテナンス、コンサルティング　他

バイオマス
木質・廃棄物・作物利用による発電・熱利用、燃料
製造、バイオ転換技術、計測・分析、
コンサルティング　他

蓄エネ＆システムゾーン
蓄電、蓄熱、蓄圧、P to X（水素）、システム、周辺機器、
サービスなどの実機やシミュレーションモデルの展示

環境ビジネスゾーン
LED・照明、廃棄物処理・リサイクル、環境分析・測定、
気象データ分析・活用、SDGs（持続可能な開発目標）関連、
環境ネットワーク、エコカー、自治体・情報・その他 環境
ビジネスに関わるあらゆる製品・技術・サービス・情報を
募集

風力
大型・小型風車、洋上風力、構成部品、装置、材料、
システム機器、計測・検査、建設、輸送、設備管理、
運用、メンテナンス、コンサルティング　他

省エネ・ヒートポンプ
ヒートポンプ、蓄熱技術、熱電変換技術、熱交換器、
空調設備、排熱回収装置、制御・管理システム　他

海洋エネルギー
波力発電、潮力発電、洋上風力、海洋温度差発電、
塩分濃度差発電、海流発電、潮汐力発電、
海洋濃度差発電、構成部品、装置、材料、システム機器、
計測・検査、建設、設備管理、運用、メンテナンス、
コンサルティング　他

太陽光発電
太陽電池、システム、評価・測定・検査、部品・材料、
施工、設備管理、運用、メンテナンス　他

地熱・地中熱
気水分離器、タービン・発電機、フラッシャー、
ガス抽出装置、復水器、冷却塔、熱交換器、ヒートポンプ、
他構成部品、材料、建設・工事、設備管理、運用、
メンテナンス、コンサルティング　他

太陽熱利用
集熱器（水式集熱器、空気式集熱器）、
太陽熱利用システム、太陽熱発電、構成部品、装置、
材料、評価・測定・検査、設備管理、運用、メンテナ
ンス　他

エネルギーネットワーク
電力貯蔵、系統連系、制御技術、スマートコミュニティ、
モビリティ、パワーエレクトロニクス、超電導送電　他

環境建築
ZEH、ZEB、採光システム、設計、建築、施工、
材料、評価・計測・検査、設備管理、運用、
メンテナンス　他

出展対象 再生可能エネルギーをはじめ、エネルギーと環境の全分野において、地球環境保全に貢献する
製品・技術・サービス・周辺機器・情報を募集

来場者分析（登録証集計）

結果報告
開催規模：198社・団体　404小間
来場者数：

会長・社長　7.2%

その他
10.0%

役員
6.2%

部長・次長クラス
20.2%

課長クラス
17.6%係長・主任クラス

12.2%

専門職
5.7%

一般社員
20.9%

輸送用機器 2.8%
精密機器 2.2%
電気・ガス 7.7%

農林・水産 0.5%
鉱業 0.4%
建設 13.7%
食料品 0.7%
繊維 0.2%
紙・パルプ 0.4%
化学・ゴム 6.1%
医薬 0.2%

石油・石炭 0.9%
ガラス・土石 0.4%
鉄鋼 1.2%
非鉄金属 1.3%
金属製品 1.5%
機械 7.3%
電気機器 10.3%

運輸・倉庫 1.0%

情報・通信 2.8%

卸売 1.3%

商社 7.1%
小売 0.5%
銀行 0.3%

証券 0.1%

保険 0.2%

不動産 0.9%
その他金融 0.4%

その他 12.4%

教育 1.9%

官公庁・団体 7.6%

サービス 5.7%

人事　0.2％

経理　0.4％

広報・宣伝　1.8％

生産・品質管理　2.7％

研究開発
21.9％

その他
18.6％

営業・サービス
27.7％

経営企画
12.1％

情報処理・システム　1.2％

総務　1.8％

設計
8.6％

教職員　1.3％
学生　1.7％

業種

職種 役職

開催概要
第13回 再生可能エネルギー世界展示会

（グランド再生可能エネルギー2018国際会議併設展示会）

会期：2018年6月20日（水）～22日（金）　10:00～17:00
会場：パシフィコ横浜　A・Bホール

●前回レポート

第13回再生可能エネルギー世界展示会出展者
EU パビリオン／Camfridge／Cartflow - One Shot Blade®／CORNIS／Coveme／CPSL-Group／CS Control Software／Ecomembrane／enercast／　ERK Eckrohrkessel／EXOES／F.lli Paris 
Srl a socio unico／SEALCORE Network／Geppert／GOING GREEN／Green Fuels／GreenCom Networks／Hexicon／HoSt BIO ENERGY SYSTEMS／HyGear／Onyx Solar Energy／Plugit 
Finland／Plugwise／Rehart／Solargis／SolarNext／Sunamp／Sunfire／Swimsol／Uniconfort italy／Volterion／Wello／Wirepas／Zuccato Energia
イタリア大使館 貿易促進部／インフラストゥルットゥーレ／エルゴ サン ジャパン／エウロドロップ／エスペ／グルッポ RM／ゼコ／リセット／英弘精機／科学技術振興機構／環境新聞社／九州地域戦略会議「再生可能エネ
ルギー産業化推進委員会」／産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所／福島県／福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会／郡山市／GPSS ホールディングス／JAG シーベル／自然エネルギー
推進市民フォーラム／エスコット／エフ・プランニング／オンウエーブ／紙敷自然塾／fu〜fu〜隊／自然電力／GUGLER Water Turbines／新エネルギー・産業技術総合開発機構／水力アカデミー／アジア航測／イー
ムル工業／オーティーエス／オリジン電気／田中水力／中越工業／東京発電／日本エンヂニヤ／藤巻建設／石油天然ガス・金属鉱物資源機構／太陽光発電所ネットワーク／WWS-JAPAN／イー・セレクト／寺田鉄工
所／日本気象協会／日本工営／日本小水力発電／マーベル／日本ソーラークッキング協会／日本地熱協会／日本風力エネルギー学会／日本風力発電協会／興電舎／日立造船／フジサンケイ ビジネスアイ／三峰川電力
／横浜市／量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所／ロゼッタ　

アカデミックギャラリー出展大学・研究機関
愛知工業大学 エコ電力研究センター／上野 康男（日本風力エネルギー学会個人会員）／芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室／千葉大学 大学院工学研究院 小倉研究室／中部大学安林研究室ーみんな電力
共同研究プロジェクト／東京大学大学院農学生命科学研究科　バイオマス・ショア寄付講座／東京電機大学工学部 グリーンエネルギー研究室／東京農業大学 農学部 農学科 作物学研究室（森田ゼミ）／長崎大学海
洋未来イノベーション機構／永田 龍彦（日本風力エネルギー学会個人会員）／日本大学理工学部電気工学科 電力・エネルギー工学研究室／日本太陽エネルギー学会／日本地熱学会／弘前大学 地域戦略研究所／早
稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空学科 宮川研究室

PVJapan2018出展者
会津ラボ／アイテス／あったか森の国から／アドラーソーラーワークス／アメリカ州政府協会／アモイグレースソーラーテクノロジー／（特別展示）EV／トライブリッド蓄電システムTM／石井建設／インフォミクス／ヴィズオンプ
レス／エクセル／エクソル／エナテクス／エグテック／NTT スマイルエナジー／エヌ・ティ・ティ ネオメイト／NTT ファシリティーズ／奥地建産／岡村産業／神奈川県／エコホールディングス／カネカソーラー販売／太陽住
建／カネカ／京セラ／クロスエリアシステム／月刊スマートハウス／ケミトックス／相信電子／サンパワージャパン／資源総合システム／ジゴワッツ／Xiamen Goomax Energy Technology／シュレッター・ジャパン／新農
林社／聖陽／セラテックつくば／SOLAR JOURNAL／ソーラーフロンティア／太陽光発電協会（JPEA）／太陽光発電事業者連絡会／TAOKE／筑水キャニコム／千葉エコ・エネルギー／鶴田電機／SMA Japan／
電力シェアリング／東京都地球温暖化防止活動推進センター／東芝ITサービス／東芝環境ソリューション／東芝三菱電機産業システム／ニプロン／日本カーネルシステム／クリマテック／日本太陽光メンテナンス協会／野
原ホールディングス／日本ビジネス出版／ネグロス電工／廃ガラスリサイクル事業協同組合／環境保全サービス／パナソニック／パワーシフト・キャンペーン／FoE Japan／環境エネルギー政策研究所／気候ネットワーク／
自然エネルギー100％プラットフォーム／CAN－Japan／市民電力連絡会／PVJapan／ブイキューブロボティクス／富士アイティ／FUJIAN ZHANGZHOU ANTAI ALUMINIUM／フジテックス／香港貿易発展局／丸
文／三井住友建設／三菱電機／メデア／ラプラス・システム／Looop／ローカルVPP イニシアティブ／YYC

アカデミックギャラリー出展大学・研究機関
応用物理学会／神奈川工科大学 板子研究室／九州工業大学大学院生命体工学研究科 早瀬研究室／東海大学チャレンジセンター（東海大学ソーラーカーチーム）／東京大学先端科学技術研究センター 岡田研究室
／東京理科大学 総合研究院 太陽光発電技術研究部門／豊田工業大学 スマートエネルギー技術研究センター／名古屋大学 宇佐美・黒川研究室／NEDO 『高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発』 
事業6大学コンソーシアム（豊田工業大学・明治大学・九州大学・名古屋大学・東京工業大学・兵庫県立大学）／北陸先端科学技術大学院大学 大平研究室／北海道大学 電子科学研究所／有機系太陽電池技術
研究組合
 ※社名は開催当時のもの

日付 天気 来場者数
6月20日（水） 雨 6,725
6月21日（木） 曇り 7,323
6月22日（金） 晴れ 7,833

小　計 21,881
6月18日〜22日　グランド再生可能エネルギー2018国際会議 2,123

合　計 24,004
※ PVJapan2018、第 13 回再生可能エネルギー世界展示会、

グランド再生可能エネルギー 2018 国際会議　来場者数合計

新企画！ 特別展示ゾーン



出展者プレゼンテーション
本展示会（同時開催含む）の出展者のみがお申し込みいただけるプレゼンテーションです。
本プレゼンテーションでは出展者がご来場者に対し、自社のブース以外で製品・技術・企業イメージをPRすることができます。
出展と連動したPRに是非ご活用ください。

発 表 条 件 ： 1.本展示会（同時開催展含む）出展者
2. 発表内容は原則として発表会社の製品・技術または企業イメージ紹介に関するものとします。

会 場 ： 展示ホール内特設会場
発 表 料 金 ： 1セッションにつき　100,000円（税別）
発 表 時 間 ： 1セッション　30分（質疑応答時間を含む）
会 場 設 備 ：（発表料金に含まれるもの）講演台、プロジェクター、スクリーン、マイク、聴講者用椅子（約80脚）、受付用のテーブル1台・椅子2脚

※パソコンは出展者にてご用意下さい。
聴 講 者 募 集 ： 本展招待状、及び公式webサイトに「出展者ワークショップ」の 発表テーマ・発表会社名を掲載します。
聴講者受付方法 ： 当日受付のみで、セッションごとの先着順受付とし、総入替制とします。また、受付は発表会社が担当し、名刺等により登録いただいた後に

入場していただきます。
運 営 方 法 ： 受付業務・司会・進行並びにカタログ等の準備、配布は全て発表会社が行うものとします。

7月10日（水） 7月11日（木） 7月12日（金）

11:00～11:30 A H O

11:45～12:15 B I P

12:30～13:00 C J Q

13:15～13:45 D K R

14:00～14:30 E L S

14:45～15:15 F M T

15:30～16:00 G N U

公式WEBサイト バナー広告
応　募　数 ： ❶ヘッダーバナー2枠

❷メニューバナー4枠
提 出 方 法 ： データ
画像サイズ ： ❶ヘッダーバナー横200ピクセル× 縦70ピクセル

❷メニューバナー横170ピクセル× 縦40ピクセル
掲 載 期 間 ： 2019年5月1日（水）～7月31日（水）　※枠が埋まり次第募集終了となります。
掲 載 料 金 ： ❶ヘッダーバナー 100,000円（税別）

❷メニューバナー 70,000円（税別）

お申込・お問合せ：再生可能エネルギー世界展示会 事務局
（株）シー・エヌ・ティ 〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-24-3　FORECAST 神田須田町4F
TEL：03-5297-8855　FAX：03-5294-0909　E-mail：info@renewableenergy.jp

◆出展規定
Aタイプブース
●出展小間規格 1小間＝間口2.97ｍ× 奥行2.97ｍ
●出展料 1小間あたり　380,000円（税別）

●小間形態  お申込の小間数に応じて小間形態が選べます

①並列小間
1〜7小間（背面・側面の壁面
基礎パネル付） ②ブロック（ダブル）小間4、6小間

（背面・側面の壁面基礎パネル付）
（2面もしくは3面開放でご用意します。）

③独立（ダブル）
小間8、10、12小間（4面開放） ④独立（トリプル）小間9、12、15、18小間（4面開放）

※	19小間以上は事務局までご相談ください

●小間装飾高さ制限
1～7小間： 2.7ｍまで、ただし通路および基礎パネルより1ｍセットバックした

部分は3.6ｍまで装飾可能
8小間以上： 5mまで装飾可能

パッケージ装飾
●1小間タイプ　95,000円（税別）　●2小間タイプ　150,000円（税別）　※左記金額に出展料が加わります。

Bタイプブース　※装飾・備品付プラン
●出展小間規格 1小間＝間口1.98m× 奥行1.98m
●出展料 243,000円（税別）　※基本ディスプレイ込

出展条件
Aタイプブースとの併用は出来ません。1社2小間までといたします。

〈設備概要〉
壁面： システムパネル（白・W1980×D1980×H2700）
パラペット：システムパネル（白・H300）
社名表示：社名ボード（和英表記／統一書体・黒／W1800×H400）
床面： カーペット貼り（レッド・ブルー・グリーンから選択）
電気： 幹線工事・使用料／1kW
照明： LED蛍光灯-20W×1灯、LEDスポットライト-15W×2灯
 コンセント：1ヶ所
備品： 受付カウンター（中棚付・W900×D450×H800）×1
 折りたたみ椅子×1
※上記基本ディスプレイは使用しない場合も、料金は差し引くことができません。

2019年

3月25日（月） 出展申込締切（申込受領後、請求書を送付いたします）
4月中旬〜下旬 出展者説明会（小間レイアウト、併催事業などの発表）
4月下旬〜5月上旬 広報・宣伝活動スタート（招待状の配布などを順次開始します）
5月下旬 各種提出書類の締切
7月8日（月）〜9日（火） 搬入・施工
7月10日（水）〜12日（金） 会期
7月12日（金） 撤去
9月 報告書送付

◆出展スケジュール

◆オプションプラン　お申込は出展者に限ります。

ヘッダーバナー

ヘッダーバナー

❶

メニューバナー

メニューバナー❷
メニューバナー

出展申込締切日：2019年3月25日（月）　ただし、申込多数の場合、左記前でも募集を打ち切ることがあります。

〈設備概要〉
壁面： システムパネル（白・W2970×D2970×H2700）パラペット：システムパネル（白・

H300）社名表示：社名ボード（和英表記／統一書体・黒／ W1800×H400）
床面： カーペット貼り（レッド・ブルー・グリーンから選択）
電気： 幹線工事・使用料／ 1kW
照明： LED蛍光灯-20W×1灯、LEDスポットライト-15W×2灯、コンセント：1ヶ所
備品：  受付カウンター（中棚付・W900×D450×H800）×1、折りたたみ椅子×1、
 名刺受×1
※その他の追加備品は出展者説明会にてご案内いたします。

蓄エネ＆システムゾーン
再生可能エネルギーを効率的に導入するには、蓄エネは必要不可欠なものです。
本ゾーンでは、家庭用、オフィスビル用、電力系統用など蓄エネとシステムに関わるあらゆる商材・技術・情報を募集し集中展示を行います。

環境ビジネスゾーン
再生可能エネルギー分野をはじめとして成長しつつある環境産業は環境負荷低減に大きく貢献しています。
また、SDGs（持続可能な開発目標）時代の到来に向けて環境ビジネスは今後ますますの発展・拡大・多様化が見込まれます。
本ゾーンでは環境ビジネスに関わるあらゆる製品・技術・サービス・情報を募集し集中展示をおこないます。

出展対象
蓄電 蓄熱 システム蓄圧 周辺機器P to X（水素） サービス

家庭用、オフィスビル用、電力系統用などを含む蓄エネとシステムに関わるあらゆる商材・技術・情報を募集

出展対象

環境ネットワーク 自治体・情報・その他

廃棄物処理・リサイクル 環境分析・測定 気象データ分析・活用

SDGs（持続可能な開発目標）関連 エコカー

LED・照明

環境ビジネスに関わるあらゆる製品・技術・サービス・情報を募集

新企画！ 特別展示ゾーン

本企画出展者は無料で
プレゼンテーション（1社30分）

を行えます。

★ 本企画への参加は出展申込書の「蓄エネ＆システムゾーン」もしくは「環境ビジネスゾーン」のチェック欄に印をつけ、
出展物を記載してください。

★ 関連フォーラムも開催し、興味のある来場者を誘致いたします。


