
かわさきグリーンイノベーションクラスター会員企業の皆様 

 

いつもお世話になっております。 

川崎市経済労働局国際経済推進室・かわさきグリーンイノベーションクラスター（かわさ

き GIC）事務局を担当しております松田と申します。 

 

クラスター事務局では、会員企業様の情報発信を通じ、新規ビジネスに繋がる支援を行っ

ております。今回は、次の目次のとおり、お知らせをいたします。 

 

_/_/ 目次 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

[１]  『かわさき GIC会員交流会』開催のご案内(11/10開催) 

[２] 【締切り間近】第 13回川崎国際環境技術展・出展者募集中 (10/15〆切） 

[３]  NEDO・経産省 「カーボンリサイクル産学官国際会議 2020」（10/13 開催） 

[４]  JETROアフリカ・オンライン商談会（環境機械分野）(10/09【本日〆切】)  

[５] 「インドネシア‐日本バーチャル ビジネスフォーラム」開催のご案内 

 (10/14開催） 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

┌──┐ 

│ １ │ 『かわさき GIC会員交流会』を開催します！(11/10開催) 

└──┼──────────────────────── 

 

かわさき GICでは、GIC発のビジネス創出を目指し、製品・技術をもつ企業とそれらを広

げる商社やコンサルティング企業とのマッチング、都市間連携を活用した国際貢献事業を

推進する企業コンソーシアムの形成など、多様なコラボレーションのきっかけづくりをサ

ポートします。かわさき GIC会員の皆様同士の情報交換とネットワーキングの場としてぜ

ひご参加下さい。 

↓詳細はこちらの URLより御確認ください。↓ 

https://www.kawasaki-gi.jp/wp-

content/uploads/aad78e1aaa573037179fa6e09f2e0918.pdf 

 

●日   時：2020 年 11月 10 日（火）14:00～16:30（17:00） 

●会   場：川崎市産業振興会館 研修室 A・B  

●対   象：すべての GIC会員企業 

●プログラム： 

第 1部 



①会員企業による自社 PR（1社 3分程度）※自社技術・製品紹介、協業募集、GICで

の活動経験などを PRいただきます 

②事務局より次回オンライン交流会方法についてご案内 

第 2部  

①フリー交流会（名刺交換会） 

②（希望者のみ）次回オンライン交流会のデモ体験 

 

●申込み：次の URLよりお申込みください。 

https://forms.gle/SHnqBexk6aaJzTFs9 

 

 

┌──┐ 

│ ２ │ 【締切り間近】第 13回川崎国際環境技術展・出展者募集中 (10/15〆切） 

└──┼──────────────────────── 

 

☆来週 10月 15日（木）が締め切りです。 

 

第 13回目となる今年の川崎国際環境技術展は、アフターコロナにおける新しい生活様式

（New Normal）に即した取組として、従来の目的に加え、グリーンリカバリーへの意識醸

成や新たなビジネスモデルへの意識転換のため、初のオンライン展示会として開催するこ

とといたしました。 

 

※お申し込み・詳細は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

【開催概要】 

●名   称：第 13 回川崎国際環境技術展 

●会   期：2021 年 1月 21日(木)-2月 5日(金) 

●出 展 料：川崎市内の中小事業者等 \55,000- 

       上記以外の事業者・団体 \66,000- 

 

【オンライン展示会出展のメリット】 

●来場者リストの取得 

・出展ブースにアクセスした来場者を見込み顧客リストとして取得できます。 

●国内外にアプローチ可能 

・「いつ」でも「どこから」でも参加できるので、国内外からの来場者を見込めます。 

https://forms.gle/SHnqBexk6aaJzTFs9
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/


他にも多数メリットがございます。ぜひ、ホームページをご覧ください。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

 

【申込方法】 

下記のホームページ内、「出展募集」よりお申し込みください。 

https://www.kawasaki-eco-tech.jp/ 

申し込み締切：2020 年 10月 15日（木）まで 

 

【お問合わせ】 

川崎国際環境技術展実行委員会事務局（川崎市経済労働局国際経済推進室内） 

 TEL: 044-200-2313 

 Mail: 28ecotech@city.kawasaki.jp 

 

 

┌──┐ 

│ ３ │NEDO・経産省 「カーボンリサイクル産学官国際会議 2020」（10/13 開催） 

 

└──┼──────────────────────── 

 

☆かわさき GIC協力団体の NEDOより情報提供が次のとおりございました。 

 

NEDOと経済産業省は、2020年 10月 13日、「カーボンリサイクル産学官国際会議 2020」

を開催します。本会議は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、オンラインでの開催を

予定しています。同会議では、カーボンリサイクルについての日本の取り組みの進捗状況

を共有するとともに、産学官の叡智を集め、最新の知見の共有やイノベーションを効果的

に推進するための課題について議論を深め、国際連携の強化を図ります。 

 

●日  時：2020年 10月 13日（火） 

●開催概要： 

プログラムやその他情報に関しては、随時更新いたしますので、「カーボンリサイクル産

学官国際会議 2020」Webサイト（https://carbon-recycling2020.go.jp/）をご確認くだ

さい。 

●応募方法等： 

本会議への参加をご希望の方は、「カーボンリサイクル産学官国際会議 2020」Webサイト

からお申し込みください。（参加費無料） 

参加登録に関するお問い合わせは、上記 Webサイトの問い合わせ先よりお願いします。 

http://www.kawasaki-eco-tech.jp/
https://www.kawasaki-eco-tech.jp/
mailto:28ecotech@city.kawasaki.jp
https://carbon-recycling2020.go.jp/


 

※「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」について 

本年 10月、経済産業省は以下 6会議を、「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」として一体

的に開催します。 

世界全体のカーボンニュートラル、更には過去のストックベースでの CO2削減（「ビヨン

ド・ゼロ」）を可能とする革新的技術の確立と社会実装を目指す「革新的環境イノベーシ

ョン」の実現に向け、個別の挑戦課題とこれらを社会実現する道筋・手法について提示す

るため、関連の国際会議を連続的に開催します。 

・ICEF2020（10月 7 日から 8日） 

・RD20（10月 9日） 

・TCFDサミット 2020（10月 9日） 

・第 9回 LNG産消会議（10月 12日） 

・カーボンリサイクル産学官国際会議 2020（10月 13日） 

・水素閣僚会議（10 月 14日） 

 

「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」WEBサイト

（https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/tokyo_

beyond-zero_week/） 

 

お問合わせ先： 

NEDO 環境部 担当：片野、村上  

E-MAIL：cct.projects@ml.nedo.go.jp 

 

 

┌──┐ 

│ ４ │ JETROアフリカ・オンライン商談会（環境機械分野）(10/09本日〆切) 

└──┼──────────────────────── 

 

☆かわさき GIC協力団体の JETRO横浜より情報提供が次のとおりございました。 

 

ジェトロはアフリカへの環境機械・その他機械関連製品の輸出を目指す日本企業を対象

に、現地参入に際し、重要なパートナー候補者となりうるアフリカ複数国の有力代理店と

の個別商談会をオンラインで実施します。 

 

経済成長に伴い、市場の拡大、ビジネス機会の拡大が期待されるアフリカにおいて、環境

機械市場の成長にも注目が集まっています。日本の環境機械のニーズも高まってきてお

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/tokyo_beyond-zero_week/
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/roadmap/tokyo_beyond-zero_week/
mailto:cct.projects@ml.nedo.go.jp


り、今回、アフリカ複数国への市場開拓を横断的に進めていただく機会とし、ケニア、ナ

イジェリア、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、ガーナの計 6カ国より 7社の有力代

理店の購買責任者をオンラインでつなぎ、環境機械の商談会を開催します。 

 

アフリカ市場におけるビジネスパートナーを発掘する絶好の機会としてご利用いただきた

く、ぜひご参加ください。 

 

●日   時：2020 年 11月 2日（月曜）～2020年 11月 20日（金曜） 

 16時 00分～20時 00分（予定） 

●対 象 国：ケニア、ナイジェリア、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、ガーナ 

●場   所：WEB商談会 （オンライン）※Zoom での開催を予定 

●参 加 費：無料 

●言   語：英語又は仏語（日英・日仏のオンラインでの逐次通訳付） 

●申込〆切：2020年 10月 09日（金曜） 15時 00分（本日締切です。） 

詳細はこちらをご覧ください↓ 

https://www.jetro.go.jp/events/faa/ee67b9bf8ae04110.html 

 

 

┌──┐ 

│ ５ │ インドネシア‐日本バーチャル ビジネスフォーラム」開催のご案内 

└──┼──────────────────────── 

 

☆駐日インドネシア大使館（KBRI Tokyo）より、「インドネシア‐日本バーチャルビジネ

スフォーラム 2020」開催のご案内です。 

 

●日  時：10月 14 日（水）14：30-17：00（日本時間）/12：30-15：00（インドネシア

時間） 

 

●プログラム： 

14：30‐14：35 開会挨拶 ヘリ アフマディ 駐日インドネシア大使 

14：35‐14：50 基調講演 マヘンドラ シレガル インドネシア外務副大臣  

14：50‐15：00 “Economic Dashboard Indonesia-Japan”の紹介 

15：00以降は、投資セッション及び貿易セッションに分かれます。 

＜貿易セッション＞につきましては以下 URL案内を参照ください。 

https://www.asean.or.jp/ja/trade-info/eventinfo-2020-07/ 

 

https://www.jetro.go.jp/events/faa/ee67b9bf8ae04110.html
https://www.asean.or.jp/ja/trade-info/eventinfo-2020-07/


＜投資セッション＞ 

15：00‐15：10 開会挨拶 ラフマット ユリアント インドネシア投資調整庁日本事務

所長 

パネルディスカッション「廃棄物からエネルギーへ プロジェクト」 

15：10‐16：20 

・ジャカルタ中間処理施設プロジェクト  

・チルボン圏廃棄物処理プロジェクト 

・ジャティゲテ地方給水プロジェクト 

・スマラン市水力プロジェクト 

・マカッサル水力プロジェクト 

16：20‐16：25 ビジネスミーティング インドネシア銀行東京支店/インドネシア投資

調整庁日本事務所 

 

お申込み先：https://zoom.us/webinar/register/WN_cnKEFk0aT8WpODV_1avN9g 

問い合わせ先： 

駐日インドネシア大使館経済部 

Email: economic@kbritokyo.jp 

Tel: 03 3441 4201 (内線 235) 

 

 

 

***************************************** 

川崎市 経済労働局 国際経済推進室 

かわさきグリーンイノベーションクラスター 

事務局担当 

〒210-0007 

川崎市川崎区駅前本町 11-2 

川崎フロンティアビル 10階 

Tel: 044-200-2335 

Fax: 044-200-3920 

E-mail:28ecotech@city.kawasaki.jp 

URL：https://www.kawasaki-gi.jp/ 

**************************************** 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_cnKEFk0aT8WpODV_1avN9g
mailto:economic@kbritokyo.jp
mailto:E-mail:matsuda-as@city.kawasaki.jp
https://www.kawasaki-gi.jp/

