
脱炭素・エネルギーイノベーション総合展
～ GX、DXで目指す2050年目標 ～

脱炭素化に求められる省エネ、再エネ、デジタル化の最新技術革新を知る！
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フェアインフェア
第3回全国地中熱フォーラム
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第17回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主催：一般財団法人省エネルギーセンター

主催：株式会社JTBコミュニケーションデザイン



再エネと省エネ − いずれも化石資源の消費抑制を通して地球温暖化を防止し、持続可能な社会の実現という共通の目標（SDGs）を目指

すものです。両エネルギーが互いの利点を合わせることで、初めて新たなエネルギーのイノベーションが追求されます。

今年も、省エネルギー、再生可能エネルギー、マイクログリッドに関する3つの展示会を同一会場で同時開催します。これにより、今後ま

すます求められる「エネルギー消費最小化」と「クリーンエネルギー利用最大化」を通し、地球規模の取り組みを広く発信してまいります。

同時に、エネルギーの供給側、エネルギーの消費者側、その間をつなぐ仲介の3者を一体とした展示を展開することにより、2030年、 

そして2050年を見据えた需給一体型のエネルギー総合展を目指します。

開催概要

同時開催展

1年に1度開催の
カーボンニュートラルを推進するSDGsエネルギー総合展

ENEX2023 第47回地球環境とエネルギーの調和展
主 催： 一般財団法人省エネルギーセンター

後 援： 経済産業省、文部科学省、国土交通省、環境省、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、川崎市、さいたま市、千葉市、 

国立研究開発法人新エネルギー･産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構、一般財団法人新エネルギー

財団、東京商工会議所、株式会社TBSテレビ、株式会社フジテレビジョン、株式会社日刊工業新聞社、株式会社日本経済新聞社、株式会社毎日新聞社（前回実績）

出 展 対 象： 省エネルギー、エネルギーマネジメント 

省エネ機器・設備、省エネ技術、省エネソリューション、エネルギーサービス、エネルギーマネジメントシステム、ZEB／ZEH関連部材、蓄熱・蓄電技術、 

エンジニアリング　ファシリティサービス など

DER/Microgrid Japan2023
主 催： 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

出 展 対 象： 分散エネルギー、地域マイクログリッド 

EMS、DERMS、DRMS、エネルギーリソースアグリゲーション関連サービス、地域マイクログリッド、VPPソリューション、DRサービス、水素・燃料電池、 

蓄電池、EV、IT・ソフトウェア、クラウドサービス、エネルギーコンサルティング、再エネ電力、電力機器・部材、再生可能エネルギー関連技術・製品 など

第17回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム

第17回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

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、一般財団法人新エネルギー財団、 

国立研究開発法人科学技術振興機構（前回実績）

共 催： 経済産業省、環境省、内閣府、国土交通省、文部科学省、外務省、東京都（前回実績）

出 展 対 象： 再生可能エネルギー、RE100、SDGs 

政策、統合概念、太陽光発電、太陽熱利用、環境建築、バイオマス、風力、水素・燃料電池　海洋エネルギー、地熱、地中熱、中小水力、エネルギーネットワーク、 

省エネ・ヒートポンプ、未利用エネルギー など

環境・エネルギーと不可欠な展示会との同時開催！
相乗効果が期待できます



主な来場対象
わが国のエネルギー産業のプラットフォームとして、多様なプレーヤーが来場します

経営者、総務・経営企画 建設、設計事務所、施工会社、ZEB・ZEHビルダー 小売電気事業者、ガス小売業者

発電・送配電事業者 熱供給事業者 再生可能エネルギー事業者

上下⽔道事業体 ⽔処理エンジニアリング・運営サービス 装置・設備・機械メーカー

工場・プラント・施設など⺠間⽔ユーザー 情報通信・ITベンダー リソースアグリゲータ

地方公共団体 研究・技術開発、アカデミア など

併催事業
省エネ大賞の表彰式および成果発表ブース

毎年選定される省エネ大賞の表彰式を会場内で行
うとともに、各受賞者の取り組みや成果の発表の場
を設置します。

各種セミナー

関連官庁による我が国のエネルギー政策や、研究機
関や企業による技術セミナー、ビジネスセミナーな
ど、エネルギーに関する幅広い情報を発信します。

アカデミックコーナー

エネルギーの技術開発の取り組む、全国の大学およ
び研究機関よる発表の場を設置します。

前回出展者一覧
ENEX2022
アスクラスト
イースリー
伊藤忠マシンテクノス� ●
インタ―テクモ
woodinfo
エイブル
SCSKサービスウェア
エフ・シー・シー
大崎電気工業�/�エネゲート
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
�-�インターネット・ビジネス・ジャパン
�-�NTTビジネスソリューションズ
�-�河村電器産業
�-�積水化学工業
�-�椿本チエイン
�-�テュフ�ラインランド�ジャパン
�-�デンケン
�-�ナルテック
�-�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
�-�NextDrive
�-�文化シヤッター
�-�メディオテック
�-�大和電器
�-�リンクジャパン
�-�リンナイ
九電工
関西電力
関電エネルギーソリューション
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
�-�未来工業
木村化工機
栗田工業� ●
経済産業省�資源エネルギー庁
ササクラ
三機工業
JST未来社会創造事業�センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術�●
省エネルギーセンター
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
新エネルギー財団
スマートジャパンアライアンス
世界省エネルギー等ビジネス推進協議会
ダイキン工業
ダイクレ
大晃機械工業
ダイナエアー� ●
脱炭素化支援
�-�全国エネルギー管理士連盟
特定非営利活動法人地中熱利用促進協会� ●
�-�興和
�-�ゼネラルヒートポンプ工業
�-�特研メカトロニクス
�-�日本地下水開発
�-�ミサワ環境技術
�-�守谷商会
�-�ワイビーエム
中国電力
�-�中国計器工業
�-�テンパール工業
テイエルブイ
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）

トーヨーコーポレーション
トヨタ自動車
トリウムテックソリューション
ニチアス� ●
日本エレクトロヒートセンター
日本電気協会新聞部（電気新聞）
日本熱源システム
日本ユニシス
ヒートポンプ・蓄熱センター
北陸電力
ポケット・クエリーズ
北海道�経済部�環境・エネルギー課
�-�アール・アンド・イー
�-�アリガグループ［有我工業所・アリガプランニング］
�-�エア・ウォーター北海道
�-�F・K/船橋西川建設
�-�エルコム
�-�キムラ
�-�コロナ札幌支店
�-�彩生
�-�集落自立化支援センター
�-�スフェラーパワー　恵庭事業所
�-�正和住設
�-�正和電工
�-�トミタ
�-�バイオマスリサーチ
�-�リンナイ
三浦工業� ●
ユニバース開発
ENEX2022アワードコーナー
2020年度（令和2年度）省エネ大賞
赤坂インターシティマネジメント/日鉄興和不動産/日本設計
/大林組/高砂熱学工業�/アズビル�ビルシステムカンパニー�
/東京ガスエンジニアリングソリューションズ
穴吹興産/ダイキン工業�ダイキンHVACソリューション中四国
オルガノ
清水建設
シャープ
SUBARU群馬製作所/日本ファシリティ・ソリューション
ダイキンエアテクノ/ダイキン工業/エアアズアサービス
大晃機械工業
大成建設
東芝キヤリア
トレックス・セミコンダクター
パナソニックSPT
日野自動車
フクシマガリレイ
ホクシンハウス
前田建設工業
三菱重工サーマルシステムズ
三菱電機
三菱電機
守谷商会
理研ビタミン
2021年度（令和3年度）省エネ大賞
アイリスオーヤマ
アマゾンジャパン
オーツカ
オルガノ
京王電鉄/京王設備サービス/イーアンドイープラニング
三建設備工業
三建設備工業/三建ビルデイング
積水ハウス

象印マホービン
ダイキン工業
高砂建設/長寿命住宅普及協会/Looop/イエタス
タカラベルモント/ダイキン工業
東芝キヤリア
トヨタ自動車
トヨタ自動車/ブラザーエンタープライズ/ブラザー工業
トヨタ自動車北海道
トヨタホーム
日本テクノ
パナソニック�エレクトリックワークス社�マーケティング本部�人事･総務部�西日本地区人事部
/パナソニック�ファシリティーズ�西日本支社�中国･四国事業所
パナソニック　ホームズ
パナソニック　空調冷熱ソリューションズ事業部
フクシマガリレイ
フミン
北海道電力
三菱重工サーマルシステムズ
ヤマト住建
LIXIL/LIXIL�TEPCO�スマートパートナーズ
リンナイ/エア・ウォーター北海道�/�コロナ
令和3年度新エネ大賞
アイテス
オムロンソーシアルソリューションズ
京葉ガスエナジーソリューション/新地スマートエナジー
/日本環境技研/NTTファシリティーズ/石油資源開発
シーエナジー/小諸市/JA長野厚生連　浅間南麓こもろ医療センター
/信州大学/石本建築事務所
TJグループホールディングス
東亜グラウト工業
東急不動産
ヒューリック/ヒューリックプロパティソリューション/
アドバンス
三井不動産
リソル土地開発/リソルの森/東光高岳�/東京電力ホールディングス
Looop
令和3年度優秀省エネ脱炭素機器・システム表彰
エコム/中部電力　
川重冷熱工業
髙丸工業
日立造船
兵神装備
三菱重工エンジニアリング
郵船出光グリーンソリューションズ
DER/Microgrid Japan2022
ACCESS
エコロミ
NEC� ●
浜松市スマートシティ推進協議会
北海道石狩市
ワールドスキャンプロジェクト
小田原市� ●
Grid�Solutions� ●
JFEエンジニアリング� ●
スマートレジリエンスネットワーク� ●
DELIA� ●
浜松市スマートシティ推進協議会� ●
北海道石狩市� ●
宮古島市役所　エコアイランド推進課� ●
第16回再生可能エネルギー世界展示会＆フォーラム
安藤・間

梶原鉄工所
クロニクス
構造耐力評価機構
佐賀県
�-�リバー・ヴィレッジ
産総研�（ゼロエミッション国際共同研究センター�

��/環境創生研究部門/福島再生可能エネルギー研究所）
�-�福島県
�-�郡山市
GPSSグループ� ●
自然エネルギー推進市民フォーラム
�-�オンウェーブ
�-�環境ウォッチTOKYO
�-�紙敷自然塾
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC)
たけでん
寺田鉄工所� ●
東京久栄� ●
東プレ
西日本技術開発
日本エンヂニヤ
�-�藤巻建設
日本小水力発電
日本ソーラークッキング協会JSCA
�-�ソーラーハウスにしかわ
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
日本防水工法開発協議会� ●
平塚市� ●
�-�e-ウェーブR&D
フィールドプロ
フソウハイドロパワーソリューションズ
米国ネブラスカ州政府駐日代表事務所
三井金属エンジニアリング
Looop
ENEX/DER・Microgrid Japan
/再生可能エネルギー世界展示会 アカデミックゾ1ーン
愛知工業大学　エコ電力研究センター
神奈川工科大学　板子研究室
玉川大学サステナブル・ケミストリー・パワード・ヴィークル・プロジェクト（TSCP）
東京理科大学　総合研究院　再生可能エネルギー技術研究部門
名古屋大学　宇佐美・黒川研究室
東京海洋大学
東京工業大学　大見研究室
東京工業大学　増感型熱利用発電　研究グループ
�-�サカタインクス
�-�三櫻工業
名古屋大学　熱化学プロセス研究G●
日本太陽エネルギー学会
日本太陽光発電学会
日本地熱学会
日本風力エネルギー学会　個人会員　上野�康男
弘前大学　地域戦略研究所
北海道大学　電子科学研究所
早稲田大学�理工学術院　基幹理工学部�機械科学・航空宇宙学科�宮川研究室

●熱ソリューション　●地域マイクログリッドコーナー　●SDGsゾーン　●オンライン出展



●出展料（消費税10%含む）

■ 申込方法 

■ スケジュール 

公式ウェブサイトからオンラインで受付いたします。
本展示会は7月31日（日）迄は仮申込（有効期限内の解約料は発生しません）が可能です。
小間位置の決定については、出展内容・小間数を勘案したうえでお申込み順にご案内いたします。
※仮申込をした出展者は有効期限の7月31日までに解約を行わない限り、8月1日時点で自動的に本申込へ切り替えするものとします。

1 申 込 締 切 日  2022年9月30日（金） 
※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。

2 出展料のお支払い  出展本申込後、請求書を送付いたします。 
請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。

3 出展申込の取消  出展申込後の取消は原則として出来ません。 
但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は 
取消を認め、右記の解約料をお支払い頂きます。

書面による解約通知を受領した日を基準とする 解約料率
2022年7月31日（日）まで ご請求額の0％

2022年8月1日（月）～9月30日（金） ご請求額の50％
2022年10月1日（土）以降 ご請求額の100％

2023年
1月30日（月）、31日（火） 
搬入・設営期間

2月1日（水）～3日（金） 
展示会会期

30日（金）
本申込締切 出展者説明会

（予定）
各種提出書類
締切

31日（日）
仮申込有効期限

●出展者セミナー

会 場  オープン形式 シアター
料 金  1セッション 30分　¥110,000（税込）

料金に含まれるもの 申込方法

● プレゼン用スクリーン＆プロジェクター ● 発表日時は先着順にてご案内いたします。

● 音響機材一式（マイク2本、スピーカー） ● 同時通訳をご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

申込方法・スケジュール

出展要項
申込種別 企　業 独法・公的機関

省エネルギーセンター賛助会員
独法・公的機関
学校各研究室

パッケージ付き 
4m2ブース

仕　様 1小間
（3m×3m＝9㎡）

1小間
（3m×3m＝9㎡）

1小間
（3m×3m＝9㎡）

1小間
（2m×2m＝4㎡）
パッケージブース付き
1社最大2小間まで。
9㎡タイプのブースとの
併用は出来ません。

ENEX /  
DER・Microgrid Japan ¥374,000 ¥297,000 ー ー

再生可能エネルギー 
世界展示会＆フォーラム ¥374,000 ¥297,000 ー ¥267,300

※小間設営、装飾、電気、給排水、電気料金、小間内清掃、廃棄物処理などの工事費および使用料金は含まれておりません。

※隣接小間がある場合は、主催者で仕切りパネル（高さ2.7m）を設置します。ただし、角小間の場合、通路側のパネルはつきません。

※オンライン出展のプランもございます。詳しくは各展示会WEBサイト、または事務局までお問合せください。

お申込み・お問い合わせは各展の事務局まで

再生可能エネルギー世界展示会 事務局
株式会社シー・エヌ・ティ

TEL:03-5297-8855　E-mail:info@renewableenergy.jp

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST　神田須田町4F

https://www.renewableenergy.jp/

ENEX / DER・Microgrid Japan 事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
事業共創部　トレードショー事業局

TEL:03-5657-0762　E-mail:low-cf@jtbcom.co.jp

〒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

https://www.low-cf.jp/east/


