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～無電柱化に関する専門展示会『第 5 回 無電柱化推進展』を開催～

無電柱化に向けた省コスト技術を特集
7 月 24 日～26 日 東京ビッグサイト 南展示棟 1 ホール
一般社団法人日本能率協会(JMA、会長：中村 正己)は、2019 年 7 月 24 日(水)～26 日(金)の 3
日間、東京ビッグサイト(東京都江東区)で、電線類の地中化に関する最新技術・製品・サービスを
集めた専門展示会「第 5 回 無電柱化推進展」を開催いたします。
令和の時代に入り、新た
な街づくりが求められる
現在、①安全で快適な歩行
空間の確保、②景観の向上、

無電柱化のイメージ

③防災機能のアップ等、無
電柱化のメリットは多数
あります。しかし、地中化
に関する膨大な工事費用
や電機設備の省スペース
化など、無電柱化には多く
の課題もあります。
そこで本展では、新たな省コスト工法の開発や、それを可能にするための新技術・製品・サービス
を紹介し、無電柱化の推進に寄与していきます。また、同時にセミナーを開催し、無電柱化を他に
先駆けて推進した自治体などの事例や省コスト技術が紹介されます。
自治体の道路管理担当者、電力・通信事業関係者、総合建設業者、建設コンサルタント、その他
無電柱化に関わる企業の方が主な来場対象です。最新の製品・技術・サービスが紹介されるほか、
主催者企画として 12 本のセミナーを開催します(詳細は次頁以降の注目企画のご案内をご覧くだ
さい)。3 日間で 40,000 名(同時開催展含む)の来場を予定しています。
＜開催概要＞ 公式サイト： https://www.jma-no-denchu.com/
開催期間：2019 年 7 月 24 日(水)～26 日(金) 10:00～17:00
会
場：東京ビッグサイト 南展示棟１ホール
来場業種：製造業/エンジニアリング/官庁・地方自治体/高速道路/鉄道/電力・ガス/
建設コンサルタント/建設/独立行政法人/研究機関 他
開催規模：34 社／60 ブース （6 月 7 日現在）
来場予定者数：40,000 名(同時開催展含む)
同時開催：メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2019/第 11 回生産システム見える化展/
第 2 回自動化・省人化ロボット展/SUMMER TREND TOKYO 2019/
文教と公共の施設フェア 2019/雨対策 WEEK 2019/第 1 回肉体労働者の疲労回復展
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＜みどころのご案内＞

出展 34 社が無電柱化のための新技術・新工法・事例を一挙公開！
出展者（予定、順不同）
東京都、イトーヨーギョー、因幡電機製作所、エヌ・エス・ピー、快適まちづくり支援センター、カナフレック
スコーポレーション、KEYTEC、KNET、狭隘道路の無電柱化を考える会、共和ゴム、クボタケミックス、コベルコ
建機、ジオリゾーム、スリーエムジャパン、積水化学工業、タキゲン製造、電線のない街づくり支援ネットワー
ク、土井製作所、東拓工業、東電タウンプランニング、日本共同溝工業会、日本パワーファスニング、日本リン
クシール、日本レジン製品協会/サンレック、プリュメタ／エイテック、古河電気工業、マルマテクニカ/バーミ
ヤ、未来工業、ミリケン・ジャパン、ライフライン/トラクトテクニク
主な出展（予定）製品（カテゴリ）
・省コスト化工法、工具、掘削機器
・直接埋設ケーブル、埋設ケーブル保護具
・埋設型小型ボックス、埋設電線管
・ミニショベル
他

＜注目企画のご案内＞

無電柱化推進セミナー（無料）を開催
会場：南 1 ホール内特設会場 定員：250 名（参加料無料）、参加方法：公式ホームページからの事前登録制

＜プログラム・講演者 (一部抜粋)＞ （敬称略）
★7 月 25 日（木）
・「東京都における無電柱化の取組について」
冒頭挨拶： 東京都知事 小池 百合子
講演： 東京都 建設局 道路保全担当部長

花井 徹夫

・「無電柱化実現への筋道」
放送大学 教授 松原 隆一郎
★7 月 26 日（金）
・「無電柱化を取り巻く最近の情勢について」（仮）
国土交通省 道路局 環境安全・防災課 課長

野田 勝

【本件に関する問い合せ先】
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内（担当：久壽米木、小板橋）
〒105-8522 東京都港区芝公園3－1－22
TEL: 03-3434-1988／FAX: 03-3434-8076／E-mail : mente@jma.or.jp

取材のご案内
・テレビ・ラジオメディアのご取材は、事前に下記フォームよりご連絡願います。
https://pro.form-mailer.jp/fms/a3a84ec3146693
また、ご取材日当日は展示会場内プレスルームにお越しください。
・取材にあたっては、展示会場でのプレス登録が必要です。名刺を 2 枚ご用意いただき、
来場当日は、プレスルームにてお手続きをお願いいたします。
・プレスルームのご案内 :【場所】西 2 ホール 2 階西 1-商談室(2)
【時間】7/24(水)～7/26(金) 9:30～17:00
※取材のお問い合せは、広報室（TEL：03-3434-8620/090-6038-4599 MAIL:jmapr@jma.or.jp 担当：川村）
までお願いいたします。
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取材に際してのお願い / Request to Media
報道関係のみなさまへ / To Members of the Press
ＴＶ、新聞、雑誌、Web 媒体などの取材活動におきましては、下記事項を遵守くださいますよう皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。
For any mass media activity with regard to TV, newspaper, magazine, and Web-based media, we kindly ask for your understanding
and cooperation to comply with the items listed below.

【Note】
１．出展企業ならびに来場者への取材（写真撮影および映像・音声収録含む）について
●上記取材される場合は、対象者の了解のもと行ってください。
なお、都合により取材をお断りすることがあります。
●会場写真を撮影される場合は、来場者のプライバシーにご配慮ください。
●商談内容の録音は固くお断りいたします。
Regarding Coverage of Exhibiting Companies and Visitors (photography and inclusive of filming and recording of voice)
●Please seek permission of the targeted audience first when conducting the abovementioned press coverage activity.
Depending on the situation, you may be denied of coverage.
●Please be mindful of the privacy of visitors when taking pictures of the site.
●Any recording of business meetings is strictly prohibited.

２．併設イベント・講演・セミナー等の講師への取材について
●イベント・講演に使用された投影パワーポイント、配布資料およびテキストなどの無断転載は固くお断りいた
します。必ず講演者に許可を得てください。
●講演者の発言、データなどを引用する際は、催し名・日付を明示してください（「2019 年 7 月の無電柱化推進
展で」など）。
●講演中の質疑応答時間は、聴講者に向けて設けております。報道関係の方につきましては、講演終了後に
個別にご質問ください。
●なお、催しにより、講師への取材をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
Regarding Coverage of Presenters Conducting Joint Events, Lectures, and Seminars
●The reproduction of projected PowerPoint, distributed materials as well as text documents that were used during an event or a
lecture is strictly prohibited. Please seek permission from the presenter first.
●Please clearly indicate the event name and date when citing a presenter’s statement or data (i.e. “Non-Pole Expo held on July
of 2019”).
●The Q/A session slated during a lecture are meant for the audience. Media people should individually ask questions after the
lecture is over.
●Depending on the event, we may decline press coverage of the presenter.

※記事掲載時には、見本誌を下記までご送付ください。
Please send a sample to the following address when you are planning to publish an article.

一般社団法人日本能率協会 広報室 (Japan Management Association / Public Relations)
〒105 -8522 東京都港区芝公園 3－1－22
(3-1-22 Shiba Koen, Minato-ku, Tokyo 105-8522)
TEL：03-3434-8620 E-mail：jmapr@jma.or.jp
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