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5 ⽉ 26 ⽇から 29 ⽇まで東京ビッグサイト会議棟で開催します「2015NEW 環境展記念セミナー」のご案内をいたします。 
今年の講演テーマは、不⽤品回収、遺品整理、⾷品リサイクル、廃プラマテリアル、⽊質バイオマス、建設廃棄物や使⽤済み

太陽光発電設備など次世代の廃棄物や静脈物流の動向、業界が直⾯する⼈材確保・育成等々、ビジネスに⽋かせない選りす
ぐりの 12 本。専⾨家による解説とわかりやすい事例が盛りだくさんですので、是⾮皆さまご参加ください。 

 

○ 会 期： 2015 年 5 ⽉ 26 ⽇（⽕）〜29 ⽇（⾦） 

○ 会 場： 東京ビッグサイト 会議棟 [東京都江東区有明 3 丁⽬ 11-1] 

○ 受講料： 講座 2・3・5・6・9・10・12…おひとり様 1 講座 10,000 円（税込） 

  講座 1・4・7・8・11…おひとり様 1 講座 15,000 円（税込） 
講座番号 
講座⽇時 講座内容 受講料 

講座１ 
 

5/26(⽕) 
10:00〜16:30 

不⽤品・粗⼤ごみ回収と遺品整理ビジネス 
「廃棄物処理法に基づく不用品、遺品整理ごみの正しい扱い方」 
環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 基準係 係⻑ ⼆⽊豪太郎⽒ 

「顧客管理システムを活用した不用品回収マーケティング」 
株式会社丸越 代表取締役社⻑ 堀越正和⽒ 

「一般廃棄物許可を活かした家庭系粗大ごみの回収と遺品整理業務の展開」 
⼤村商事株式会社 代表取締役社⻑ ⼤村相哲⽒ 

「遺品整理と特殊清掃の実務スタディ」 
有限会社⼤橋商事 営業部 部⻑ 遠藤健正⽒ 

「「査定・買取」で遺品整理の効率化・収益アップ」 
遺品整理⼠・遺品査定⼠ 望⽉信久⽒ 

「遺品整理コンプライアンス～違法行為をしないために～」 
阿部記念法律事務所 所⻑ 弁護⼠ 阿部鋼⽒ 

おひとり様 
15,000 円
（税込） 

講座２ 
 

5/26(⽕) 
10:00〜12:45 

東京オリンピックと今後の建廃処理 
「排出激増とその後の激減？大都市圏建廃処理の短・中・長期展望」 

株式会社リムテック 代表取締役社⻑ 志賀隆蔵⽒ 
「急激な供給過剰とその対応！建設汚泥＆コンクリートリサイクル危機」 

建設廃棄物協同組合 理事⻑ 島⽥啓三⽒ 
「解体・改修系の排出激増！これからの石膏ボードリサイクル」 
⼀般社団法⼈泥⼟リサイクル協会 コミュニケーションズマネージャー ⻄川美穂⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

講座３ 
 

5/26(⽕) 
14:00〜16:45 

廃プラスチックのリサイクル 〜国内と海外の市場動向〜 
「プラスチックマテリアルリサイクルの国内外の市場変化」 
⼤明貿易株式会社 代表取締役社⻑ 齋藤秀明⽒ 

「ベトナムにおける RPF 製造・販売事業と新たな展開」 
株式会社市川環境エンジニアリング 執⾏役員 イノベーション事業室⻑ 加賀⼭保⼀⽒ 

「セメント製造における廃プラスチックなど廃棄物・副産物の原燃料化」 
住友⼤阪セメント株式会社 環境事業部 副事業部⻑ 兼 環境保全グループリーダー ⽚岡政之⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

講座４ 
 

5/27(⽔) 
10:00〜16:30 

⼊⾨編から実⽤編まで徹底解説！廃棄物処理法と処理実務 
「入門と実践！廃棄物処理法と産廃管理マニュアル」 

⾏政書⼠エース環境法務事務所 代表 ⾏政書⼠ 尾上雅典⽒ 
「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 

（午前の部）ＢＵＮ環境課題研修事務所 主宰 ⻑岡⽂明⽒ 
（午後の部）芝⽥稔秋法律事務所 弁護⼠ 芝⽥⿇⾥⽒ 

「廃棄物処理の現状理解と今後の展望 ～最近の法改正の動向など～」 
佐藤泉法律事務所 弁護⼠ 佐藤泉⽒ 

おひとり様 
15,000 円
（税込） 

講座５ 
 

5/27(⽔) 
10:00〜12:45 

資源リサイクルの新たな事業展開とルート確保 〜古紙・ガラス・鉄スクラップ〜 
「難古紙のリサイクル新ビジネス ～植物生育材、断熱・壁材、保冷・保温剤へ～」 

NPO 体育環境発明機構 理事⻑/古紙活性化プロジェクト ⼭⽥昌夫⽒ 
「断熱材原料としてのガラスカレットの調達強化 ～建廃ガラスも事業対象～」(仮題) 

マグ・イゾベール株式会社 取締役執⾏役員 経理部⻑ 萩原智⺒⽒ 
「日本のリサイクル・メジャーを創る」 
スズトクホールディングス株式会社 代表取締役会⻑・グループＣＥＯ 鈴⽊孝雄⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

講演内容の問合先：環境編集部 ☎03(3262)3488 講座９のみ包装編集部☎03(3262)3463

2015ＮＥＷ環境展記念セミナーのご案内 

事前申込 
５月１８日 
１５時まで



15.05.13 

講座番号・⽇時 講座内容 受講料

講座６ 
 

5/27(⽔) 
14:00〜16:45 

次世代の廃棄物とリサイクル・処理の新市場〜太陽光発電システム、⼤容量蓄電池、炭素繊維強化プラスチック〜
基調講演 「次世代の廃棄物リサイクルに関する社会システムのあり方」 

株式会社佐野環境都市計画事務所 代表取締役 佐野敦彦⽒ 
「太陽光パネルのリサイクルについて」 

(公財)北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター ものづくり⾰新センター⻑ 野⽥松平⽒ 
「低炭素社会に貢献する 4R リチウムイオンバッテリービジネス ～電気自動車バッテリーの二次利用～」 

フォーアールエナジー株式会社 代表取締役社⻑ 牧野英治⽒ 
「炭素繊維強化プラスチックのリサイクル技術と新事業創出」 
NPO 法⼈リサイクル材料技術研究所 理事⻑ 
⼋⼾⼯業⾼等専⾨学校 物質⼯学科 教授 杉⼭和夫⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

講座７ 
 

5/28(⽊) 
10:00〜16:30 

新たな⾷品リサイクル制度と⾷リビジネスの新展開 〜制度改正のポイントとメタン発酵事業の可能性〜 
「今後のバイオマス施策と食品リサイクルの推進方向について」(仮題) 

農林⽔産省 ⾷料産業局 バイオマス循環資源課 課⻑ ⾕村栄⼆⽒ 
「新たな食品リサイクル制度のポイントと環境省の施策」(仮題) 

環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課 リサイクル推進室 室⻑補佐 前⽥⼤輔⽒ 
「食品リサイクル事業で排出事業者と農業生産者から信頼を得るポイント～堆肥化の事例から～」 
株式会社アイル・クリーンテック 寄居⼯場⻑ 柴⽥弘⽒ 

「原料に応じた食品廃棄物の飼肥料化事業とバイオガス化の可能性」 
有限会社環境テクシス 代表取締役 ⾼橋慶⽒ 

「メタン発酵消化液を活用した食品リサイクルループの展開」 
株式会社開成 代表取締役 遠⼭忠宏⽒ 

「食品廃棄物を活用したバイオガス発電事業のポイント」 
株式会社リナジェン 代表取締役 三嶋⼤介⽒ 

「都市部における大型メタン発酵ビジネスの展開」 
株式会社市川環境エンジニアリング 執⾏役 東京⽀店⻑ 中新⽥直⽣⽒ 

おひとり様 
15,000 円
（税込） 

講座８ 
 

5/28(⽊) 
10:00〜16:30 

進化する静脈物流と新たなリサイクルビジネス展開 
基調講演 「激変する動脈物流と進化するリサイクル物流」 
⽇本⼤学 ⽣産⼯学部 マネジメント⼯学科 教授 博⼠(⼯学) 鈴⽊邦成⽒ 

「リバース・ロジスティクスへの取組について」(仮題) 
佐川急便株式会社 営業開発部 課⻑ ⼩川隆⽒ 

「宅配便を活用したパソコン・小型家電のリサイクル」 

リネットジャパングループ株式会社 リサイクル事業部 執⾏役員 中村俊夫⽒ 
「在庫・返品流動化市場の"いま" ～最新事例をもとにしたケーススタディ～」 

株式会社リバリュー 代表取締役社⻑ 向笠元⽒ 
「食品容器の店頭回収と循環型リサイクル」 
株式会社エフピコ 環境対策室 ジェネラルマネージャー 冨樫英治⽒ 

「ＩＴ機器およびＯＡ機器のリユース・リサイクルネットワークとグローバル展開」 

株式会社アンカーネットワークサービス 代表取締役社⻑兼ＣＥＯ コンプライアンス・マネージャー 碇隆司⽒ 

おひとり様 
15,000 円
（税込） 

講座９ 
 

5/28(⽊) 
13:30〜16:45 

包装セミナー/段ボール・紙加⼯の⾼付加価値化をめざして 
「段ボール設計マン養成Ａ ｔｏ Ｚ」 

井上包装管理⼠事務所 代表/⽇本包装管理⼠会 会⻑ 井上伸也⽒ 
「“期待以上”を生む紙器・ディスプレイの設計手法」 

株式会社協進印刷 制作室⻑ 千⽥建⼀⽒ 
「＜素材＞＜印刷＞＜形状＞で差をつける段ボールの高付加価値化」 
株式会社クラウン・パッケージ 研究開発室⻑ ⼋⽊野徹⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

 
包装編集部
☎（03）

3262-3463

講座１０ 
 

5/29(⾦) 
10:00〜12:45 

激変する⽊質バイオマス発電動向 〜燃料需給、国内外状況、⼩型、熱電併給など〜 
「木質バイオマス発電の最新動向と今後の木質エネルギー利用の方向」 

⽊質バイオマスエネルギー利⽤推進協議会 幹事/岩⼿⼤学 名誉教授 辺攻⽒ 
「国内の木質チップ需給最新動向」 

NPO 法⼈ 全国⽊質資源リサイクル協会連合会 理事⻑ 鈴⽊隆⽒ 
「小規模木質バイオマス発電の事業化」 
いいづなお⼭の発電所 ⻑野県森林資源利⽤事業協同組合 理事⻑ 宮澤政徳⽒ 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

講座１１ 
 

5/29(⾦) 
10:00〜16:30 

⼈が集まる！⼈を集める！選ばれる処理業者 〜社員がやる気になり、顧客が信頼する魅⼒ある会社〜 
基調講演「廃棄物処理業！人材不足の現状と今後の具体的対応策」 

エコイマジン 今仁豪造⽒ 
「廃棄物処理業の経営・営業戦略・人材確保・育成の取り組み」(仮題) 

アースサポート株式会社 代表取締役社⻑ 尾崎俊也⽒ 
「社会的な価値を創造し、企業価値・競争力を高めるリマーケティングビジネス～使い方を創造し、捨て方を
デザインする仕事～」 株式会社ナカダイ 常務取締役 中台澄之⽒ 
「『心』の経営 ～心が仲間を惹き付ける、心がお客様を感動させる～」  
株式会社アドバンティク・レヒュース 代表取締役社⻑ 堀切勇真⽒ 

「排出事業者からみた魅力ある廃棄物処理業者・リサイクル業者の条件」 

三菱電機株式会社 環境推進本部 管理グループ グループマネージャー ⽵内秀年⽒ 

おひとり様 
15,000 円
（税込） 



15.05.13 

 

講座番号 
講座⽇時 講座内容 受講料 

講座１２ 
 

5/29(⾦) 
14:00〜16:45 

容器包装リサイクルの⾼度化 〜落札、技術⾰新、新規⽤途〜 
「容器包装の再商品化と近年の落札の傾向」 

公益財団法⼈⽇本容器包装リサイクル協会 業務執⾏理事/企画広報部⻑ ⽊野正則⽒ 
「一貫生産方式による PET ボトルリサイクルについて」 
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 代表取締役社⻑ 内海正顕⽒ 

「プラスチック製容器包装再商品化事業の高度化の方向性」 

株式会社レノバ 取締役 本⽥⼤作⽒ 

【コメント】(各 10 分) 「プラスチック製容器包装の再商品化の取り組みの最前線」 
 環境省 廃棄物・リサイクル対策部 リサイクル推進室 ご担当者 
 経済産業省 産業技術環境局 リサイクル推進課 ご担当者 

おひとり様 
10,000 円
（税込） 

※講演のタイトル・講師等は予告なしに変更する場合がございます。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。 ※講師順不同 
 

 

A) お申し込みについて 
事前申込は５⽉１８⽇（⽉）１５時迄 
上記締め切り以降のお申し込みにつきましては、セミナー開始３０分前より東京ビッグサイト会議棟 6 階ロビーで受付を承ります。 
その際のお⽀払い⽅法は現⾦払いのみです。なお、事前申込の時点で定員に達した講座の当⽇申込の受付はありません。 
 各講座とも定員になり次第締め切らせていただきます。 
 お申し込み順に受講者登録をおこないます。振込み順ではありませんので、お申し込みの前に振り込まれましても満席の場合は振込⼿数料を

差し引いて返⾦をさせていただきます。 
 受講者特典 1：お申し込み⼈数分の「2015NEW 環境展特別招待券」（1 枚 1,000 円相当）を贈呈 
 受講者特典 2：新刊など特定の弊社発⾏書籍を割引販売 
 受講者特典 3：新規に定期刊⾏物をご契約いただきますと購読料を 1 年間割引いたします 

 

B) お⽀払いについて 
受講者登録が完了しました⽅には銀⾏⼝座を記載しました請求書を郵送いたしますので、期⽇までにお振込みください。 
 
 振込⼿数料はお客様のご負担でお願いいたします。 
 振込時のお客様控えをもって領収書とさせていただきます。 
 期⽇までのお⽀払いがご無理な場合は、お振込み可能な⽇付を申込書の『振込予定⽇』欄にご記⼊ください。 

 

C) お申し込みのキャンセルについて 
キャンセルをされる時は、必ずセミナー事務局までご連絡ください。 
 お振込み後のキャンセルにつきましては、⼀切ご返⾦できませんので予めご了承ください。やむを得ない事由により、受講者の都合が悪くなってし

まった場合は恐縮でございますが、出来るだけ代理の⽅のご参加をお願い申し上げます。また、代理の⽅のご参加もご無理な場合は、会期後
に当⽇の配付資料を送付させていただきます。 

 当⽇現⾦払いを含むお⽀払い前のキャンセルにつきましては、ご連絡をいただきました⽇にちにより、キャンセル料をご負担いただきます。ご了承く
ださい。 

期 間 5 ⽉ 21 ⽇ 15 時まで 5 ⽉ 21 ⽇ 15 時〜25 ⽇ 15 時 5 ⽉ 25 ⽇ 15 時以降 
キャンセル料 無料 受講料の 50％ 受講料の 100％ 

 

D) 受講券の発送について 
５⽉上旬より、ご⼊⾦の確認が出来た⽅から順次郵送いたします。 
 ５⽉１８⽇〜２１⽇に⼊⾦の確認が出来ました⽅には、FAX 送信させていただきます。 

 

E) その他 
 申込書の内容に不明な点がありました場合、事務局よりご連絡をすることがあります。 
 本セミナーにお申し込みいただきました⽅の個⼈情報は、今後、弊社の定期刊⾏物・書籍・イベント・セミナー・各種サービスのご案内をさせてい

ただくことがございます。無断で第三者に提供されることはありません。 

 

 

 

 

  

お申し込み前に必ずお読みください 

お支払い期限 2015 年 5 月２１日(木)15 時 

【問合せ先】 ⽇報ビジネス㈱ＮＥＷ環境展記念セミナー事務局 [9:30〜11:50/12:50〜17:00（平⽇のみ）]
 申込み・⽀払いについて：☎03-6685-9392 FAX.03-5214-6633 
 講演内容について：☎03-3262-3488(環境編集部) 講座９のみ☎03-3262-3463(包装編集部) 
 ● ☎03-6685-9392 は会期中東京ビッグサイト会議棟に転送されます。 
 ● 5 ⽉ 25 ⽇ 17 時以降に FAX 受信したものにつきましては、会期後までご回答できませんのでご了承ください。 


