
内閣府政策統括官（防災担当）、農林水産省、
経済産業省（予定）、国土交通省、消防庁
全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国消防長会 、（公財）日本消防協会、（一財）日本防火・危機管理
促進協会、（公社）全国防災協会、特定非営利活動法人日本防災士会、（一社）日本消防ポンプ協会、アジア
防災センター、（一社）日本建設業連合会、（一社）日本免震構造協会、（一社）日本建築学会、（公社）土木学
会、（公社）日本技術士会、（一財）日本建築防災協会、日本地すべり学会、（一社）斜面防災対策技術協会、
（公社）日本コンクリート工学会、（公社）日本地震学会、（公社）日本地震工学会、（公社）地盤工学会、日本
自然災害学会、（公社）日本地理学会、（一社）日本応用地質学会、（公財）地震予知総合研究振興会、（公社）
日本気象学会、（一財）気象業務支援センター、（公社）日本保安用品協会、中央労働災害防止協会、（一社）
日本ロボット工業会、ロボカップ日本委員会　（順不同）

名古屋国際見本市委員会、（公財）名古屋産業振興公社
南海トラフ地震対策中部圏戦略会議
（事務局：国土交通省中部地方整備局）

主 催

共 催

後 援

協 賛

■出展者情報・来場事前登録・併催行事のお申込みはHPへ

災害に備えるための総合防災展

出展者一覧
その他防災・減災対策BCP・BCM・DR対策 いざに備える ドローン関連風・水・雷害対策地震対策

出展者名 主な出展内容

いざに備える
企画コーナー

ドローン関連
主催企画　災害とドローンテクノロジー展

非常食、災害食、保存食などの
飲食備蓄品を紹介。

出展者一覧をご覧ください。Web企業紹介を公式ホームページに掲載予定です。ぜひご覧ください。

災害時のドローン活用について紹介。
パネル展、パネルディスカッションも開催予定。

開催のご案内開催のご案内

おもな出展内容

検 索中部ライフガードTEC

出展分野
ア イコン
一　　覧

主催企画

招待券第10回 中部ライフガード TEC2022

第10回 中部ライフガード TEC2022
防災・減災・危機管理展

10月4日（火）10：00　～17：00・5日（水）10：00　～16：00会 期

ポートメッセなごや 第3展示館
（名古屋市国際展示場）

会 場
名古屋駅より「あおなみ線」で24分、金城ふ頭駅下車
※公共交通機関でお越しください。

地震対策 風・水・雷害
対策

その他
防災・減災対策etc

BCP・BCM・DR
対策

建設技術フェア2022 in中部
中部地区最大級の建設関連展示会

「リスクの見える化」
防災ワークショップ

２０２２
～みて、知って、備える。

プロジェクションマッピングで
学ぶ南海トラフ地震～

（詳細は中面をご覧ください）

名 刺
下記にご記入または名刺添付して登録受付でお渡しいただくか、

QRコードからの来場事前登録でご入場いただけます。

氏名

会社
団体

所属
役職

所在地

E-mail

〒

TEL

-

■ 該当する番号を□にご記入ください。
①国・自治体・官公庁 ②建築・土木 ③ライフライン事業
④製造・メーカー ⑤流通・サービス ⑥設計・調査・コンサルタント
⑦電気・電子・情報・ＩＴ ⑧教育・研究機関 ⑨一般 ⑩学生

業 種

①行政・事務 ②営業・販売 ③経営・管理 ④設計・開発 ⑤施工・製造
⑥購買 ⑦その他 ⑧なし

職 種

①社長・役員クラス ②部長・次長クラス ③課長クラス ④係長・主任クラス
⑤一般 ⑥その他

役 職

①愛知県　②岐阜県　　　　 ③静岡県　 ④長野県　 ⑤ ①～④以外の中部
⑥三重県　⑦ ⑥以外の近畿　⑧北海道　 ⑨東北　　 ⑩関東　　　⑪中国
⑫四国　　⑬九州・沖縄　　   ⑭海外

地 域

※本用紙記載情報は、ご来場の分析、及び本展主催構成団体が主催・共催する催し物の案内に使用させていただきます。第三者への提供はいたしません。
　ただし、会場内において新型コロナウイルス感染症の発生が確認された場合は、国の機関等へ情報提供することがあります。必ずご記入ください。

キリトリ

【オススメ！】
来場事前登録
はこちらから

新型コロナウイルス
感染症の対策として、
受付時の密集・密接を
避けるため、
来場事前登録を
推奨します。

入場無料
（登録制）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

愛知県防災安全局・あいち防災リーダー会

株式会社イーズライフ

一般財団法人 移動無線センター 東海センター

株式会社エーアイシステムサービス

株式会社エス・アイ・シー

株式会社エスイーアイ

大塚消火器株式会社

OkayoJapan株式会社

川上産業株式会社

株式会社ケイビ

公益財団法人高知県産業振興センター

特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

ゴムノイナキ株式会社

コンビウィズ

自衛隊愛知地方協力本部 名古屋出張所

株式会社城山 名古屋営業所

新光産業株式会社

株式会社眞照

株式会社Spectee

石油連盟・愛知県石油商業組合

中日防災ステーション（（株）長谷川）

中部運輸局

株式会社テラ・ラボ

東海総合通信局

地震リスク分析とＢＣＰ策定支援

災害に対して必要な、ご家庭での備え

太陽光発電の蓄電システム街灯・カメラ等

さらなる進化変わらぬ安心ＭＣＡアドバンス

企業・教育機関様向け災害対策支援システム

地震の揺れで解錠する地震解錠ボックス

防災情報伝達アプリ・ポータブル電源

災害対策、救出救助用資器材、電池式ライト

減災備品として導入増加中の簡易音響設備

災害時に役立つ軽量な樹脂製備蓄用資材

持ち運び・設置・片づけの簡単な水害対策

メイドイン高知の防災関連製品

国連難民高等弁務官事務所公式支援窓口

土のうよりも楽に設置できる家庭用止水板

避難所用段ボール製ベビーコット

自衛隊の災害派遣活動の紹介

災害に強いMCA無線/IP無線/簡易無線

ひのき製耐震ベッド・シェルター

ダンボール間仕切りなど避難所運営ツール

Spectee Pro（スペクティプロ）

災害時に役立つ石油暖房・給湯器

停電対策、蓄電池、ハイブリッド発電機など

物流等の災害に備える取り組み

航空リモートセンシング等の災害対策DX

貸出用移動電源車　他

主な出展内容

東西商事株式会社

東洋電産株式会社

独立行政法人都市再生機構

内外物産株式会社

名古屋市住宅都市局耐震化支援室/愛知県住宅計画課

名古屋市防災危機管理局

名古屋市緑政土木局

名古屋地方気象台

南海トラフ地震対策中部圏戦略会議

株式会社日さく

一般社団法人日本建設業連合会 中部支部

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 中部支部

農林水産省 東海農政局

藤井電工株式会社

豊和工業株式会社

前澤化成工業株式会社

一般社団法人マンション管理業協会 中部支部

名三工業株式会社

株式会社吉田ＳＫＴ

尾西食品株式会社

株式会社ベジタルアドバンス

ホリカフーズ株式会社

備蓄性に優れたLPG発電機 Vector

非常用電源車及び移動式急速充電車

災害対応支援の取組みに係るパネル展示等

災害対策用品・防災備蓄品

住宅等の耐震化支援制度のPR

防災・減災に役立つ情報を紹介します

みち・みず・みどりの防災

気象防災情報の普及啓発

南海トラフ地震対策への取り組み

防災井戸と高揚程型ハンドポンプ

建設業者による災害の復旧活動

災害時のこころの支援・カウンセリング

緊急時に備えた家庭用食品備蓄

各種墜落防止器具と救助システム

防水自動ドア・パネル軽量防水板

手動式の非常用浄水装置を御紹介致します

簡易耐震診断

自動起立式防水板「アクアシャッターｆ」

防災・減災に役立つ表面処理技術

アルファ米を中心とした長期保存食製造販売

ローリングストックに最適な栄養機能備蓄食

被災地で、あなたの仕事と生活を支える食事

有限会社 四国浄管、株式会社タケナカダンボール、株式会社タナカショク、有限会社土佐通信

出展者名 主な出展内容

株式会社SkyDrive

DSA

株式会社FREIHEIT

株式会社プロドローン

30kgの防災物資をドローンで運搬

災害時でのドローンフライトの心得

防災教育とドローン

産業用ドローンメーカーのPRODRONE

主な出展内容

出展者名

出展者名

中部ライフガードTEC事務局  名古屋国際見本市委員会
〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号（名古屋市中小企業振興会館5階）
電話 （052）735-4831　　FAX （052）735-4836　　メール lifetec@nagoya-trade-expo.jp

お問合せ

企画コーナー「いざに備える」

災害とドローンテクノロジー展 災害に活かすドローン
パネルディスカッション

開催（予定）

災害に活かす
ドローンパネル展

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc

etc



名古屋工業大学　社会工学科
助教

中居　楓子 氏

「災害への意識」を「行動」に
つなぐ社会的な仕組みづくり
～長野市と高知県の
地域コミュニティによる取り組みの紹介～

大規模災害発生時に活かす
航空リモートセンシング等と
災害対策DXへの取り組み
～2022年度
愛知県実証実験の取り組みを事例に～

11：00

～

12：00
1

3

4
※ホームページ内の『申込フォーム』よりお申し込みください。

※講演会の講師／テーマについては、予告なく変更・中止する場合があります。

※セミナーの講師／テーマについては、予告なく変更・中止する場合があります。

月 日 No. テーマ 講 師 会 場講演時間

併催行事のご案内 詳しくはホームページをご覧ください。聴講無料

10/

㊋
4

10/

㊌
5

第3会議室

名古屋大学
名誉教授

福和　伸夫 氏
温故知新と居安思危で
大地震を凌ぎ未来を拓く

11：00

～

12：30
会議ホール

2
株式会社テラ・ラボ
代表取締役

松浦　孝英 氏

13：00

～

14：00
第3会議室

東北大学　タフ・サイバー
フィジカルAI研究センター
センター長

田所　諭 氏
レスキューロボットの研究開発

13：30

～

14：30
会議ホール

※展示用車両は当日変更になる場合があります。

防災・減災・BCP講演会

同時
開催

事前申込制

名古屋大学　名誉教授
福和　伸夫 氏

「南海トラフ地震をみる」
～巨大地図からみえる南海トラフ地震とは～

名古屋地方気象台「南海トラフ地震を知る」
～南海トラフ地震臨時情報の流れと仕組みを知る～

内閣府「南海トラフ地震を知る」
～南海トラフ地震臨時情報発表に伴う防災対応～

愛知県・名古屋市・豊橋市「南海トラフ地震を知る」
～南海トラフ地震臨時情報に関する地方公共団体の取組状況～

中部地方整備局「南海トラフ地震対応を知る」
～国土交通省による被災状況の収集・発信について～

中部ブロックDMAT連絡協議会「南海トラフ地震対応を知る」
～南海トラフ地震来襲 そのとき医療体制は…～

名古屋大学　名誉教授
福和　伸夫 氏

名古屋大学　准教授

中部地方環境事務所
平山　修久 氏「南海トラフ地震対応を知る」

～災害ごみからみえる対応について考える～

「南海トラフ地震に備える」
～この地域が行うべき備えについて考えよう～

10：30

13：30

14：30

15：30

10：30

13：30

14：30

月 日 テーマ 講 師 講演時間

10/

㊋
4

10/

㊌
5

「リスクの見える化」防災ワークショップ２０２２
～みて、知って、備える。プロジェクションマッピングで学ぶ南海トラフ地震～

建設技術フェア2022 in 中部 セミナー
会場 ： イベントホール

会場 ： 展示会場（第3展示館）内 特設会場
主催  ： 南海トラフ地震対策中部圏戦略会議/あいち・なごや強靱化共創センター

株式会社エーアイシステムサービス＜BCP・企業防災に＞
高度利用者向け緊急地震速報システム

10：40

～

11：00A
株式会社ベジタルアドバンス避難時の栄養と災害関連死

11：20

～

11：40B
株式会社SpecteeAIが予測・可視化する新しい災害対応のあり方

～最新のテクノロジーで挑む防災・危機管理の最前線～

13：20

～

13：40C
尾西食品株式会社　非常食のラインナップ・活用法をご紹介！

14：00

～

14：20D
株式会社ケイビ設置・保管が簡単。

土嚢に代わる次世代の水害対策。
14：40

～

15：00E
※直接会場へお越しください。

※予告なくプレゼンテーションの中止または内容が変更となる場合があります。

会場：展示会場内プレゼン会場③

月 日 No. テーマ 出展者名 講演時間

10/

㊋
4

出展者技術プレゼンテーション

参加申込は
必要ありません。
ご自由にご参加
ください。

入退場自由

10 4月 日 火

建設現場のDXにむけた
国土交通省の取り組み
国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
施工安全企画室　室長 森川博邦 氏

13：00～14：00

S1

10 5月 日 水

コンパクトシティに向けたインフラの整備と管理
名古屋工業大学 大学院 工学研究科　教授 秀島栄三 氏

11：00～12：00

S2

i-Construction推進セミナー
中部 i-Construction研究会

13：00～14：00

S3

新型コロナウイルス感染症対策について
■ 来場事前登録にご協力ください
・登録受付での密集・密接を避けるため、「来場事前登録」を推奨していま
す。本状をお持ちでも「来場事前登録」にご協力ください。「来場事前登
録」をするとバーコード入りの「来場登録証」が発行され、スムーズに入場
できます。

■ 入場制限の実施について
・会場内での密防止のため、入場制限をする場合があります。分散来場にご協
力ください。

■ 来場に際してのお願い
・会場内ではマスクの着用をお願いします。
・入場の際に検温を実施し37.5℃以上の場合は入場をお断りします。
・その他「来場に際してのお願い」は、ホームページに掲載されています。来場
前に必ずご確認ください。　www.lifeguardtec.com
※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、展示会を中止または
延期する場合があります。その場合はホームページで情報提供するととも
に、来場事前登録された方にはメールでご連絡します。

※ホームページ内の『申込フォーム』よりお申し込みください。
※開催については、予告なく変更・中止する場合があります。

災害に活かすドローン　パネルディスカッション 事前申込制

10月4日（火）　No.5
時間 ： 15：00～16：30
会場 ： 第3会議室

災害時での活躍も期待されるドローンに関連したパネル
ディスカッションを開催予定です。
テーマ、パネリストについては、順次ホームページにて
更新していきます。


