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◆兵庫県木材利用推進協議会「第 31 回ひょうご木材フェア」
月日

2016 年 10 月 9 日（日）

場所

ハーバーランド高浜岸壁周辺（モザイク前）
（兵庫県神戸市）

http://www1.odn.ne.jp/hyogomokuren/event/2016mokuzaifair31.html
◆フォレスター・ギャザリング「フォレスター・ミニ・ギャザリング in 京都駅前」
月日

2016 年 10 月 9 日（日）

場所

キャンパスプラザ京都 3F（京都府京都市下京区）

https://www.facebook.com/forester.gathering
◆（一社）林業機械化協会「2016 森林・林業・環境機械展示実演会」
月日

2016 年 10 月 9 日（日）
～10 日（月）

場所

長田野工業団地アネックス京都三和（京都府福知山市）

http://www.rinkikyo.or.jp/index.html
◆フォレスター&プランナーギャザリング in 京都実行委員会「フォレスター&プランナー
ギャザリング in 京都」
月日

2016 年 10 月 10 日（月）

場所

市民交流プラザふくちやま 3 階市民交流スペース（京都府福知山市）

https://www.facebook.com/forester.gathering
◆経産省「資源のない日本、将来のエネルギーの姿に関する講演 in 稚内」
月日

2016 年 10 月 11 日（火）

場所

稚内サンホテル 2 階 峻嶺（北海道稚内市）

http://www.hkd.meti.go.jp/hokpw/20160825/wakkanai.pdf
◆高山市

木質バイオマス熱供給ビジネスセミナー【入門編①・技術編】
「地域主体で森林

とともに生きるまちをめざす
月日

キックオフ講演会」

2016 年 10 月 11 日（火）
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場所

高山市役所市民ホール（地下 1 階）
（岐阜県高山市）

http://takayama-w-biomass.jp/seminar_basic/01-2/
◆（株）技術情報センターセミナー「灰（石炭灰、バイオマス灰、ごみ焼却灰など）の
有効利用への取組みと技術／研究開発」
月日

2016 年 10 月 12 日（水）

場所

連合会館 4Ｆ会議室（東京都千代田区）

http://www.tic-co.com/seminar/20161012.html
◆環境省シンポジウム「パリ協定から拡がる金融フロンティア～これからのビジネスの新
常識～」
月日

2016 年 10 月 12 日（水）

場所

三田共用会議所 講堂（東京都港区）

http://www.env.go.jp/press/102996.html
◆経産省「資源のない日本、将来のエネルギーの姿に関する講演 in 倶知安」
月日

2016 年 10 月 13 日（木）

場所

ホテル第一会舘 3 階メモリアルホール（北海道虻田郡倶知安町）

http://www.hkd.meti.go.jp/hokpw/20160825/kutchan.pdf
◆（一社） 森林・自然環境技術者教育会「木づかい推進月間協賛シンポジウム」
月日

2016 年 10 月 13 日（木）

場所

熱田白鳥の歴史館（中部森林管理局名古屋事務所）
（愛知県名古屋市）

http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/nagoya/1013sinpo.html
◆（一社）日本木質バイオマスエネルギー「上野村バイオマスツアー」
2016 年 10 月 13 日（木）～14 日（金）
場所

群馬県上野村

http://www.jwba.or.jp/2016/09/09/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E6%9D%91%E3%83%84
%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%97%E3%
81%BE%E3%81%99/
◆ペレットクラブ「省エネ基準における省エネ設備としてのペレットストーブ」
（第 3 回全
国ペレットストーブ安全技術講習会）
月日

2016 年 10 月 14 日（金）

場所

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター RoomB（東京都千代田区）
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http://www.pelletclub.jp/library/2016/09/31014.php
◆（一社）地域創生連携活動コンソーシアム「
（一社）地域創生連携活動コンソーシアム発
足記念シンポジウム」
月日

2016 年 10 月 14 日（金）

場所

大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール（大阪府大阪市）

http://www.pref.tottori.lg.jp/260171.htm
◆（公社）愛知建築士会、他「第 46 回建築総合展 NAGOYA2016」
月日 2016 年 10 月 14 日（金）～16 日（日）
場所

名古屋市中小企業振興会館（愛知県名古屋市）

http://www.chukei-news.co.jp/kenchiku/outline/overview.php
◆（特非）よこはま里山研究所 NORA テーマ別ワークショップ（薪炭・里山バイオマス）
月日

2016 年 10 月 15 日（土）

場所

新治里山公園の旧奥津邸側（神奈川県横浜市）

http://nora-yokohama.org/join/?p=5028
◆NPO 法人日本グッド・トイ委員会

「東京おもちゃまつり 2016」

月日

2016 年 10 月 15 日（土）～10 月 16 日（日）

場所

四谷ひろば（東京都新宿区）

http://goodtoy.org/ttm/matsuri/index.html
◆林野庁中部森林管理局「木質バイオマスエネルギーの利用拡大に向けたボランティア活
動」
月日

2016 年 10 月 16 日（日）

場所

・諏訪郡富士見町西岳国有林 1329 ・ 1330 林班（長野県諏訪郡富士見町）
・多摩市民の森・フレンドツリー（東京都多摩市）

http://www.rinya.maff.go.jp/chubu/press/kouhou/161006.html
◆（一財）日本木材総合情報センター「木づかいシンポジウム 2016
るくらし」
月日

2016 年 10 月 16 日（日）

場所

東京証券会館（東京都中央区）

http://unei-jimukyoku.jp/kidukai/
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人にやさしい木のあ

◆NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク第 161 回研究会「日本の木質ペレット利用の
現状と課題、今後の取り組みについて（仮題）
」
月日

2016 年 10 月 18 日（火）

場所

地球環境パートナーシッププラザ（東京都渋谷区）

http://www.npobin.net/apply/
◆国立研究開発法人森林総合研究所公開シンポジウム「森と粘土のハイブリッド」 ―リグ
ニンとクレイで創造する地域導入型新ビジネス―
月日

2016 年 10 月 18 日（火）

場所

石垣記念ホール（東京都港区）

https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2016/20160927-02/index.html
◆林野庁九州森林管理局「平成 28 年度森林・林業の技術交流発表大会」
月日

2016 年 10 月 18 日（火）～19 日（水）

場所

くまもと県民交流館(パレアホール・第 1 会議室）（熊本県熊本市）

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/ryuikikanri_happyokai/happyoutaikai28.html
◆日報ビジネス（株）
「廃棄物・環境セミナーウィーク 2016 in 関西

注目される木質バイ

オマス発電～最新事例と燃料確保～」
月日

2016 年 10 月 19 日（水）

場所

大阪産業創造館 5 階研修室 AB (大阪府大阪市)

https://www.nippo.co.jp/seminar/w16o1017-20.htm#g
◆福島県、他「第 5 回ふくしま復興

再生可能エネルギー産業フェア 2016」

月日

2016 年 10 月 19 日（水）~20 日（木）

場所

ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）

http://reif-fukushima.jp/
◆びわ湖環境ビジネスメッセ 2016
月日

2016 年 10 月 19 日（水）～21 日（金）

場所

滋賀県立長浜ドーム（滋賀県長浜市）

http://www.biwako-messe.com/
◆EVI 環境マッチングイベント 2016

持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例

「もっと、身近に。
」
月日

2016 年 10 月 20 日（木）
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場所

東京国際フォーラム B7 ホール（東京都千代田区）

http://www.evic.jp/evi/event2016/tokyo1020/?utm_source=mail-e&utm_medium=email
&utm_campaign=16match
◆みなと森と水ネットワーク会議「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度 木材製品展示
会」~都市建築物の木質化を進めるための建材・家具展示会~
月日

2016 年 10 月 20 日（木）

場所

港区立エコプラザ（東京都港区）

http://news.uni4m.or.jp/?p=1809
◆九都県市首脳会議環境問題対策委員会「九都県市再生可能エネルギー活用セミナー」
月日

2016 年 10 月 20 日（木）

場所

都議会議事堂 1 階「都民ホール」
（東京都）

http://www.tokenshi-kankyo.jp/seminar/pdf/2016_1020_tokyo.pdf
◆（一財）エンジニアリング協会「エンジニアリングシンポジウム 2016」
月日

2016 年 10 月 21 日(金)

場所

日本都市センター会館（東京都千代田区）

http://www.enaa.or.jp/seminar/23737
◆森林 GIS フォーラム「2016 年地域シンポジウム in 島根」
月日

2016 年 10 月 21 日(金)

場所

松江市市民活動センター交流ホール・ 506 研修室（島根県松江市）

http://fgis.jp/archives/1055
◆檜原村薪づくりイベント事務局「檜原村で薪づくり体験～数馬の湯の薪をつくろう！～」
（第 1 回）
月日

2016 年 10 月 22 日（土）

場所

檜原村（東京都あきる野市館谷）

http://www.yukoyuko.net/guide/event/P13/S999999/EV10232911/?id=WG02106
◆福島県「第 41 回福島県林業祭」
月日

2016 年 10 月 22 日（土）～23 日（日）

場所

福島県林業研究センター、ホテルバーデン

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/41th-ringyousai-syutten.html
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◆東京都「第 36 回木と暮らしのふれあい展」
月日

2016 年 10 月 22 日（土）～23 日（日）

場所

都立木場公園イベント広場（東京都江東区）

http://www.tokyo-aff.or.jp/files/2016/pdf/fureai_20160805.pdf
◆関西広域小水力利用推進協議会「第 5 回 小水力発電を訪ねる旅 〜滋賀・岐阜の小水力
を巡る〜」
月日

2016 年 10 月 22 日（土）～23 日（日）

場所

岐阜県、滋賀県内

http://myticket.jp/wp/wp-content/uploads/2016/08/4a3338fe5c26640e4708e5b7eccd3fb9.
pdf
◆（一社）林業機械化協会「最新の林業機械を見てみよう in 木場公園」
月日

2016 年 10 月 22 日（土）～23 日（日）

場所

東京都立木場公園北地区多目的広場（東京都江東区）

http://www.rinkikyo.or.jp/kibakouen.html
◆木ねん堂「あったか家族の体感フェア」
月日

2016 年 10 月 23 日（日）

場所

木ねん堂店舗・駐車場（長野県下伊那郡高森町）

https://www.facebook.com/529044223969197/photos/pcb.624191221121163/6241862444
54994/?type=3&theater
◆いわき匠の森「いわき木育セミナー＆ワークショップ Vol.1」
月日

2016 年 10 月 23 日（日）

場所

いわき市文化センター・中央公民館（福島県いわき市）

https://iwaki-takumi.com/
◆原財団「農山漁村の再生可能エネルギー振興策と木質バイオマス利用施策」
月日

2016 年 10 月 24 日（月）

場所

SSK セミナールーム（東京都港区）

https://expotoday.com/event/10040/
◆電源開発（株）第 23 回エコ×エネ・カフェ「いまさら聞けない地球温暖化～私たちが直
面する現実とは～」
月日

2016 年 10 月 24 日（月）
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場所

サロン

ド

ジュリエ（東京都中央区銀座）

http://www.jpower.co.jp/ecoene/cafe/schedule.html
◆日田市森林組合「合併 50 周年記念式典・講演会」
月日

2016 年 10 月 25 日（火）

場所

日田市市民文化会館・パトリア日田（大分県日田市）

http://www.hita-shinrin.com/
◆北海道、他「木育ひろば in チ・カ・ホ（第 2 弾）
」
月日

2016 年 10 月 25 日（火）~26 日（水）

場所

札幌駅前通地下歩行空間札幌駅前イベントスペース（北海道札幌市）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/fest/2016/sougou.htm
◆新社会システム総合研究所「
（株）経営コンサルテクノセミナー 木質バイオマス発電事
業の拡大と輸入燃料の動向・課題・可能性 ～海外燃料の今後のサプライスキーム～」
月日

2016 年 10 月 26 日（水）

場所

港区立商工会館会議室（東京都港区）

https://expotoday.com/event/9934/
◆高島林業の未来を探る林業塾（セミナー）
月日

2016 年 10 月 26 日（水）
～11 月 17 日（木）までの間で全 6 日（※下記サイト参照）

場所

高島市観光物産プラザ（滋賀県高島市）

http://www.nw-mori.or.jp/?p=4967
◆国立研究開発法人森林総合研究所
森

平成 28 年度森林総合研究所公開講演会「2050 年の

未来の森をつくる研究」

月日

2016 年 10 月 27 日（木）

場所

ヤクルトホール（東京都港区）

https://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2016/20161027koukaikouenkai/documents/20161027
koukaikouen_1.pdf
◆NPO 日本スターリングエンジン普及協会「第 10 回記念 スターリングエンジン講演会
―スターリングエンジン＆バイオマスビジネス開拓 のためにー」
月日

2016 年 10 月 27 日（木）

場所

都道府県会館 401 号室（東京都千代田区）

http://eco-stirling.com/
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◆NEDO「平成 28 年度 NEDO 新エネルギー成果報告会（熱利用・バイオマス分野）」
月日

2016 年 10 月 28 日（金）

場所

パシフィコ横浜アネックスホール（神奈川県横浜市）

http://www.nedo.go.jp/events/FF_100080.html
◆（一社）北海道林業機械化協会「2016 北海道森林・林業・環境機械展示実演会」
月日

2016 年 10 月 28 日（金）~29 日（土）

場所

松原産業（株）社有林内（北海道勇払郡厚真町幌内）

http://www.h-rinkikyo.or.jp/
◆グリーンフェスティバル 2016 実行委員会「グリーンフェスティバル 2016」
月日

2016 年 10 月 30 日（日）

場所

宮の郷工業団地（茨城県常陸太田市、常陸大宮市）

http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/rinsei/keikaku/keikaku/15/green.html
◆宮崎県林業技術センター「森とのふれあい祭り」
月日

2016 年 10 月 30 日（日）

場所

宮崎県林業技術センター森とのふれあい施設（宮崎県東臼杵郡）

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shinrin/mfc/topics/topics_fureaimat
uri.html
◆国立研究開発法人森林総合研究所関西支所公開講演会「森林（もり）の時間（とき）を
科学する ～森林の長期観測で得られた成果～」
月日

2016 年 10 月 31 日（月）

場所

龍谷大学 響都ホール校友会館（京都府京都市南区）

http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/research/event/honsho/20161031lecture.html
◆九都県市首脳会議環境問題対策委員会「九都県市再生可能エネルギー活用セミナー」
月日

2016 年 11 月 1 日（火）

場所

浦和コミュニティセンター第 15 集会室（コムナーレ 9 階）（埼玉県さいたま市）

http://www.tokenshi-kankyo.jp/seminar/pdf/2016_1101_saitama.pdf
◆NPO 法人木づかい子育てネットワーク「第 2 回木育・森育楽会」
月日

2016 年 11 月 3 日（木）

場所

おおさか ATC ビル 11F おおさか ATC グリーンエコプラザ（大阪市住之江区）

http://www.jwrs.org/flyer_mokumorigakkai20161103.pdf
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◆林野庁「福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム」
月日

2016 年 11 月 5 日（土）

場所

いわき市生涯学習プラザ 4 階大会議室（福島県いわき市）

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/160916.html
◆九都県市首脳会議環境問題対策委員会「九都県市再生可能エネルギー活用セミナー」
月日

2016 年 11 月 7 日（月）

場所

神奈川県民ホール 6 階大会議室（神奈川県横浜市）

http://www.tokenshi-kankyo.jp/seminar/pdf/2016_1107_kanagawa.pdf
◆日本木材学会北海道支部「平成 28 年度（第 48 回）研究発表会」
月日 2016 年 11 月 10 日（木）
場所

札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）

http://www.agr.hokudai.ac.jp/wrsh/
◆林業経済学会 2016 年秋季大会
月日

2016 年 11 月 11 日（金）～14 日（月）

場所

島根大学（島根県松江市）

http://www.jfes.org/kenkyukai/JFES_2016_Fall/2016_fall.html
◆国立研究開発法人森林総合研究所森林講座「木質バイオマス発電は儲かるのか？」
月日

2016 年 11 月 18 日（金）

場所

国立研究開発法人森林総合研究所多摩森林科学園森の科学館 2 階（東京都八王子市）

http://www.ffpri.affrc.go.jp/event/2016/20161118tamalec/index.html
◆かながわ木づかい推進協議会「平成 28 年度県産木材活用推進セミナー」
月日

2016 年 11 月 18 日（金）

場所

神奈川県内（下記サイト参照）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f490039/
◆日本木材学会 木材強度・木質構造研究会 2016 年度秋季研究会「CLT 製造現場を見て新
たな木材利用の可能性を探る」
月日

2016 年 11 月 21 日（月）～22 日（火）

場所

岡山県真庭市内

http://www.jwrs.org/events/160808_kyoudokouzou.pdf
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◆NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク合同セミナー「バイオマス発電における食用
パーム油の利用について」
月日

2016 年 11 月 24 日（木）

場所

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）
（東京都渋谷区）

http://www.geoc.jp/rashinban/event_detail_34257.html
◆林野庁「福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム」
月日

2016 年 11 月 26 日（土）

場所

木材会館 7 階大ホール（東京都江東区）

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaihatu/160916.html
◆近畿中国森林管理局「平成 28 年度森林・林業交流研究発表会」
月日

2016 年 11 月 29 日（火）～30 日（水）

場所

近畿中国森林管理局大会議室（大阪府大阪市北区）

http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/koho/event/kenkyu_happyou.html
◆檜原村薪づくりイベント事務局「檜原村で薪づくり体験～数馬の湯の薪をつくろう！～」
（第 2 回）
月日

2016 年 12 月 4 日（日）

場所

檜原村（東京都あきる野市館谷）

http://www.yukoyuko.net/guide/event/P13/S999999/EV10232911/?id=WG02106
◆大阪科学機器協会、他「サイエンスエキスポ 2016」
月日

2016 年 12 月 6 日（火）
～8 日(木)

場所

グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
（大阪府大阪市）

http://www.sci-expo.com/outline/
◆エコプロ 2016～環境とエネルギーの未来展～
月日

2016 年 12 月 8 日（木）
～10 日（土）

場所

東京ビッグサイト[東ホール]（東京都江東区）

http://eco-pro.com/2016/
◆「森林からはじまるエコライフ展 2016」
月日

2016 年 12 月 8 日（木）
～10 日（土）

場所

東京ビッグサイト東ホール「エコプロ 2016」 会場内（東京都江東区）

http://eco-pro.com/eco2016/pdf/forest_exhibition_guidance.pdf
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◆林野庁「木とスト－ブのある暮らし展」
月日

2016 年 12 月 12 日（月）～16 日（金）

場所

農水省「消費者の部屋」
（東京都千代田区）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/heya/sk280601.html
◆減災の観点から樹木根系の広がりを非破壊的に推定する方法の確立（科研費
JP25252027）公開講演会事務局「樹木の根を掘らずに視る

地中レーダ探査の減災への応

用」
月日

2016 年 12 月 16 日（金）

場所

神戸芸術センター（兵庫県神戸市）

http://hyogo-nourinsuisangc.jp/sinrin/images/GPRseminar.pdf
◆日本エネルギー学会

バイオマス部会「第 12 回バイオマス科学会議」

月日

2017 年 1 月 18 日（水）
～20 日（金）※20 日はテクニカルツアー

場所

東京大学 弥生講堂・一条ホール（東京都文京区）

http://www.jie.or.jp/2017/bio/gaiyou.html
◆ENEX2017 第 41 回地球環境とエネルギーの調和展／Smart Energy Japan2017／
電力・ガス新ビジネス EXPO 2017
月日

2017 年 2 月 15 日（水）
～17 日（金）

場所

東京ビッグサイト東 1 ・ 2 ホール（東京都江東区）

http://www.low-cf.jp/outline.html
◆第 1 回 [次世代] 火力発電 EXPO
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）

場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）

http://www.thermal-power.jp/
◆第 2 回国際バイオマス発電展
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）

場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）

http://www.bm-expo.jp/
◆第 3 回電力自由化 EXPO
月日 2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）
場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）
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http://www.e-jiyuka.jp/
◆FC EXPO 2017 ～第 13 回［国際］水素・燃料電池展～
月日 2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）
場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）

http://www.fcexpo.jp/
◆第 7 回 ［国際］スマートグリッド EXPO
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）

場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）

http://www.smartgridexpo.jp/
◆スマートエネルギー Week 2017
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）

場所

東京ビッグサイト（東京都江東区）

http://www.wsew.jp/
◆日本木材学会「第 67 回日本木材学会大会」
月日

2017 年 3 月 17 日(金)～19 日(日)

場所

九州大学箱崎文系キャンパス（福岡県福岡市）

http://www.jwrs.org/wood2017/
◆日本森林学会「第 128 回日本森林学会大会」
月日

2017 年 3 月 26 日（日）
～29 日（水）

場所

主に鹿児島大学郡元キャンパス（鹿児島県鹿児島市）

http://www.forestry.jp/meeting/meeting128/schedule.html
◆8th Biomass Pellets Trade & Power
月日

2017 年 5 月 15 日（月）
～18 日（木）

場所

未定（東京）

http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=170501&name=8th-Biomass-Pellets-Tr
ade-&-Power&
┏━━━━━━━━━━━┓
◎ イベント情報（海外）
┗━━━━━━━━━━━┛
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◆International BIOMASS Conference Malaysia 2016
月日

2016 年 10 月 11 日（火）

場所

クアラルンプール（マレーシア）

https://ent.evenesis.com/SITE/Biomass-Conference-2016.aspx
◆2016 Euroheat & Power District Energy Days
月日

2016 年 10 月 11 日（火）～12 日（水）

場所

ブリュッセル（ベルギー）

https://www.euroheat.org/events/16ehpautumn/
◆HEATEC Shanghai International Exhibition on Heating and Heat Power Technology
2016
月日

2016 年 10 月 11 日（火）～13 日（木）

場所

上海（中国）

http://www.chinaexhibition.com/trade_events/8378-HEATEC_CHINA_2016_-_Shangha
i_International_Exhibition_on_Heating_and_Heat_Power_Technology_2016.html
◆Sugarex Colombia 2016
月日

2016 年 10 月 12 日（水）～13 日（木）

場所

カリ（コロンビア）

http://sugar-colombia.com/
◆5th International Conference on Biomass Energy & Exhibition (ICBE 2016)
月日

2016 年 10 月 16 日（日）～19 日（水）

場所

北京（中国）

http://icbe.csp.escience.cn/dct/page/70024
◆CIREC WEEK
月日

2016 年 10 月 17 日（月）～20 日（木）

場所

サンティアゴ（チリ）

http://www.cirecweek.com/
◆Argus Biofuels and Feedstocks 2016
月日

2016 年 10 月 18 日（火）～20（木）

場所

ロンドン（UK）

http://www.argusmedia.com/events/argus-events/europe/argus-euro-biofuels/home/
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◆7th Carbon Dioxide Utilisation Summit 2016
月日

2016 年 10 月 19 日（水）～20 日（木）

場所

リヨン（フランス）

http://www.wplgroup.com/aci/event/co2/
◆ RENEXPO® Poland ― 6th International Trade Fair and Conferences for Renewable
Energy and Energy Efficiency
月日

2016 年 10 月 19 日（水）～21 日（金）

場所

ワルシャワ（ポーランド）

http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=7&L=1
◆RoEnergy South-East Europe in Timisoara
月日

2016 年 10 月 19 日（水）～21 日（金）

場所

ティミショアラ（ルーマニア）

http://timisoara.roenergy.eu/en
◆5th Annual Renewable Energy Finance in Practice Forum
月日

2016 年 10 月 20 日（木）～21 日（金）

場所

ウィーン（オーストリア）

http://glceurope.com/5th-annual-renewable-energy-finance-in-practice-forum/
◆Biomass North AGM and Forum
月日

2016 年 10 月 24 日（月）～26 日（水）

場所

オンタリオ州ノースベイ（カナダ）

http://www.biomassnorth.org/forum16.html
◆1st SINO-EU 2016 Bio-Natural Gas Summit
月日

2016 年 11 月 3 日（木）~5 日（土）

場所

北京（中国）

http://www.bngsummit.com/
◆USIPA 6th Annual Exporting Pellets Conference
月日 2016 年 11 月 6（日）～8 日（火）
場所

フロリダ州マイアミビーチ（USA）

http://www.theusipa.org/conference
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◆BIREC ―Brazil International Renewable Energy Congress
月日

2016 年 11 月 7 日（月）
～10 日（木）

場所

サンパウロ（ブラジル）

http://www.bireccongress.com/
◆ECOMONDO
月日

2016 年 11 月 8 日（火）
～11 日（金）

場所

リミニ（イタリア）

http://www.ecomondo.com/
◆RENEXPO® BiH
月日

2016 年 11 月 9 日（水）
～10 日（木）

場所

サラエボ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

http://renexpo-bih.com/index.php?id=7&L=1
◆Bioenergy Australia Conference 2016
月日

2016 年 11 月 14 日（月）～16 日（水）

場所

クイーンズランド州ブリスベン（オーストラリア）

http://www.bioenergyaustralia.org/pages/bioenergy-australia-conference-2016.html
◆Energy Decentral
月日

2016 年 11 月 15 日（火）～18 日（金）

場所

ハノーバー（ドイツ）

https://www.energy-decentral.com/
◆BIOGAS Convention
月日

2016 年 11 月 15 日（火）～18 日（金）

場所

ハノーバー（ドイツ）

http://biogas.kongress-buero.de/de/
◆EUROPEAN BIOENERGY FUTURE, 2016 AEBIOM Conference: “Where Market &
Policy Meet”
月日

2016 年 11 月 16 日（水）~17 日（木）

場所

ブリュッセル（ベルギー）

http://www.aebiom.org/events/2016-aebiom-conference/
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◆AEBIOM International Training Seminar on Biomass Heating: Market Development
and Technologies
月日

2016 年 11 月 21 日（月）~24 日（木）

場所

リンツ（オーストリア）

http://www.aebiom.org/events/international-training-seminar-on-biomass-heating-mark
et-development-and-technologies/
◆ASIA POWER & ELECTRICITY CONVENTION 2016
月日

2016 年 11 月 23 日（水）～24 日（木）

場所

ジャカルタ（インドネシア）

http://www.ourpolaris.com/2016/apec/
◆POLLUTEC 2016
月日

2016 年 11 月 29 日（火）～12 月 2 日（金）

場所

リヨン（フランス）

http://www.pollutec.com/
◆The 1st International Conference on Alternative Fuels: Future and Challenges (ICAF
2016)
月日

2016 年 12 月 2 日（金）
～4 日（日）

場所

カイセリ（トルコ）

http://icaf2016.com/
◆IranREC Congress
月日

2016 年 12 月 4 日（日）~8 日（木）

場所

テヘラン（イラン）

http://www.iranreccongress.com/?_ga=1.203798802.365847370.1467361546
◆ENERGY FROM WASTE
月日

2016 年 12 月 8 日（木）~9 日（金）

場所

ロンドン（UK）

http://www.smi-online.co.uk/energy/uk/energy-from-waste?utm_medium=www.efw-eve
nt.com&utm_source=E-076&utm_campaign=bioenergyint
◆第 4 回アジアバイオマス科学会議
月日

2016 年 12 月 13 日（火）～14 日（水）
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場所

ペナン（マレーシア）

http://www.jie.or.jp/biomass/b-hmpg.html
◆AlgaEurope
月日

2016 年 12 月 13 日（火）～15 日（木）

場所

マドリッド（スペイン）

http://algaecongress.com/
◆WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT（WFES2017）
月日

2017 年 1 月 16 日（月）
～19 日（木）

場所

アラブ首長国連邦・アブダビ首長国

http://www.worldfutureenergysummit.com/
◆5th Central European Biomass Conference
月日

2017 年 1 月 18 日（水）
～20 日（金）

場所

グラーツ（オーストリア）

http://www.cebc.at/en/home/
◆14th International conference on renewable mobility "Fuels of the Future 2017"
月日

2017 年 1 月 23 日（月）
～24 日（火）

場所

ベルリン（ドイツ）

http://www.fuels-of-the-future.com/
◆Biogaz Europe
月日

2017 年 1 月 25 日（水）
～26 日（木）

場所

レンヌ（フランス）

http://en.biogaz-europe.com/index.asp?SK=skin-01-uk
◆Lignofuels 2017
月日

2017 年 2 月 1 日（水）～2 日（木）

場所

ヘルシンキ（フィンランド）

http://www.wplgroup.com/aci/event/lignocellulosic-fuel-conference-europe/
◆2nd Biomass Trade & Power Europe
月日

2017 年 2 月 13 日（月）
～14 日（火）

場所

コペンハーゲン（デンマーク）
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http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=170202&
◆3rd Biomass & BioEnergy Asia
月日

2017 年 2 月 27 日（月）
～3 月 1 日（水）

場所

ジャカルタ（インドネシア）

http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=170303a&
◆European Pellet Conference 2017
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～2 日（木）

場所

ヴェルス（オーストリア）

http://www.wsed.at/en/programme/european-pellet-conference.html
◆World Sustainable Energy Days 2017
月日

2017 年 3 月 1 日（水）～3 日（金）

場所

ヴェルス（オーストリア）

http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/
◆RECAM WEEK
月日

2017 年 3 月 6 日（月）～10 日（金）

場所

パナマ市（パナマ）

http://www.recamweek.com/?_ga=1.1440563.365847370.1467361546
◆South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy
月日

2017 年 3 月 7 日（火）～9 日（木）

場所

ソフィア（ブルガリア）

http://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition
◆International Conference: Progress in Biogas IV
月日

2017 年 3 月 8 日（水）～11 日（土）

場所

シュトゥットガルト（ドイツ）

http://the.international.biogas.center/index.php?id=32&no_cache=1&L=1&eventId=197
◆ISH 2017
月日

2017 年 3 月 14 日（火）
～18 日（土）

場所

フランクフルトト・アム・マイン（ドイツ）

http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
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◆World Bio Markets 2017
月日

2017 年 3 月 27 日（月）~30 日（木）

場所

アムステルダム（オランダ）

http://www.worldbiomarkets.com/?_ga=1.30725309.365847370.1467361546
◆International Biomass Conference & Expo 2017
月日

2017 年 4 月 10 日（月）
～12 日（水）

場所

ミネソタ州ミネアポリス（USA）

http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Home
◆Northeast Biomass Heating Conference & Expo 2017
月日

2017 年 4 月 25 日（火）
～27 日（木）

場所

バーモント州バーリントン（USA）

http://nebiomassheat.com/
◆European Algae Biomass Conference
月日

2017 年 4 月 26 日（水）
～27 日（木）

場所

欧州内

http://www.wplgroup.com/aci/event/european-algae-biomass-conference/
◆MIREC WEEK
月日

2017 年 5 月 8 日（月）～12 日（金）

場所

メキシコシティ（メキシコ）

http://mirecweek.com/?_ga=1.202945427.365847370.1467361546
◆ALL-ENERGY Exhibition and Conference 2017
月日

2017 年 5 月 10 日（水）
～11 日（木）

場所

グラスゴー（UK）

http://www.all-energy.co.uk/
◆LIGNA 2017
月日

2017 年 5 月 22 日（月）
～26 日（金）

場所

ハノーバー（ドイツ）

http://www.ligna.de/home
◆Elmia Wood
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月日

2017 年 6 月 7 日（水）～10 日（土）

場所

ヨンショーピン（スウェーデン）

http://www.elmia.se/en/wood/
◆EUBCE 2017

European Biomass Conference & Exhibition

月日

2017 年 6 月 12 日（月）~15 日（木）

場所

ストックホルム（スウェーデン）

http://www.eubce.com/home.html
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