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ビジネスセミナープログラム Bus ine ss  Sem in a r  P rogr a m

毎回、国内外で活躍されている注目の講師をお招きし、タイムリーなテーマでセミナープログラムを開催しています。

［屋内展示会場］

［屋外展示会場］

アクセスサッポロ

●来場者数

11月6日（木）

11月7日（金）

合　計

10,165名
9,863名

20,028名

相 談・商 談 件 数

契約確定・見込件数

合　計

3,799件
418件

4,217件

●商談件数

北海道最大級のビジネスイベントならではの出展者数と来場者数！

〈前回 北海道 技術・ビジネス交流会 開催結果の概要〉

●第28回ビジネスＥＸPＯのアンケート結果から（一部抜粋）
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商談・休憩コーナー
出展者パンフレットコーナー
同時開催

（イ）
（ロ）
（ハ）
（二）
（ホ）
（ヘ）
（ト）
（チ）

電気・電子製造
機械製造
鉄鋼・金属製造
その他製造
情報・通信
建設業
卸小売
サービス業

（リ）

（ヌ）

（ル）
（ヲ）
（ワ）

その他
サービス業
官公庁、
諸団体
学校関係
一般
学生

（イ）
（ロ）
（ハ）
（二）

営業
事務
技術
研究

（ホ）
（ヘ）
（ト）

管理
企画
その他

“北海道の技術・産業振興にとっ
て有意義なことだ”と90％の方が
評価しています。
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（ロ）
（ハ）
（二）
（ホ）

企業イメージのＰＲ
新技術・新製品のＰＲ
市場ニーズに関する情報収集
販路の新規開拓、拡大
特定製品の売り込み

（イ）
（ロ）

（ハ）

相談・商談
今後のセールスにつながる
見込みのある商談
契約の成立または確実と
思える商談

（イ）

（ロ）

（ハ）

北海道の技術・産業振興にとって
有意義なことだと思う
北海道の技術・産業振興にとって
特に意義はないと思う
わからない

1 3

一般的な相談・商談”が90％となっ
ています。

商談内容についてはいかがでしたか。 ビジネスEXPOの企画について、
どの様に評価されますか。

ビジネスＥＸＰOにどの様な目的で出展参加されましたか。 2

“企業イメージのPR”が24％、“新技術・
新製品のPR”が25％、“販路の新規
開拓、拡大”が33％となっています。

出展者の声

第２9回（今回）ビジネスセミナープログラム（一部）

展示会場は大盛況！出展ブースの空きはありませんでしたので、早めの申込みをお願いいたします。

平均年収2500万円の
「奇跡の村」

全国町村会長／長野県川上村長 藤原 忠彦 氏

平均年収2,500
万 円 、出 生 率
1.83人の豊かな
農村。そこに見え
るのは過疎と高齢
化に悩む多くの自
治体にとっての
“希望の光”。

出 展 の ご 案 内

出展者数

359社・
機関 20,028名

来場者数

前回ビジネスEXPO開催実績

出展目的

（イ）
24%

（二）
33%

（ロ）
25%（ハ）

14%

（ホ）4%

商談内容 開催意義
（イ）
90%

（イ）
90%

（ロ）
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（ロ）3%（ハ）2%
（ハ）
7%

産学官連携による
「新しい日本のものづくり」
京都試作ネット代表理事／（株）クロスエフェクト代表取締役

竹田 正俊 氏
ものづくり軍団
「京都試作ネット」
を率いる代表が
顧客ニーズに応え
る思考軸の新た
な展開を発信。第
5回「ものづくり日
本大賞」内閣総理
大臣賞受賞。

女性の活躍が切り拓く
日本の未来

経済評論家 勝間 和代 氏

少子化問題、若者
の雇用、ワークラ
イフバランス等へ
の提言により、若
年層を中心に高
い支持を受けるエ
コノミストが「地
方創生」の秘訣に
迫る。

変革者が再び
目指す世界

C Channel（株） 代表取締役
LINE（株） 元代表取締役社長 森川 亮 氏
世界の3億人以上が
利用しているコミュ
ニケーションアプリ
「LINE」。LINE代表を
退任後、C Channel
株式会社を設立した
森川氏に、ネット業
界、ベンチャー創業
の核心を聞く。
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第20回 意識の中心 ～デザインとビジネスの関係～
（武蔵野美術大学 教授 グッドデザイン賞審査委員長 深澤 直人 氏）

第25回 「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復宇宙飛行、その7年間の歩み
（小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトマネージャー 川口 淳一郎 氏）

第26回 日本「再創造」 ～「プラチナ社会」の実現に向けて～
（三菱総合研究所 理事長／前東京大学総長  小宮山 宏 氏）

第27回 今、すべてを語る！ 北海道への提言
（「ホリエモン」堀江 貴文 氏）

第27回 東京スカイツリーの建設 ～世界一の高さへの挑戦～
（株式会社大林組 建築本部 高木 浩志 氏）

第28回 脳科学者が語るビジネス論
（脳科学者 茂木 健一郎 氏）

これまでに開催された主なビジネスセミナープログラム 第20回～28回

北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
お問合せ先

非製造業関係者が52％、製造業関係者
が26％、官公庁・諸団体、学校関係が
8％、その他が14％来場しています。

来場者アンケート結果
ビジネスＥＸＰOにおいて、有効な情報（成果）を得た
部門はどこですか。（複数回答）

今回のビジネスEXPOに参加していただいた
貴方の勤務先の業種は何ですか。

今回のビジネスEXPOに参加していただいた
貴方の職種は何ですか。1 3

“営業”が40％、“技術”が16％
となっています。

“総合展示会”が60％と最も多く、
次に“同時開催”24％となっています。
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来場者の声

業　種
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アクセスサッポロ11.5 6 入場無料
無料シャトルバス運行

北海道最大級のビジネスイベント北海道最大級のビジネスイベント

札幌市白石区流通センター4丁目  TEL.011-865-5811木会期
地下鉄「大谷地」駅より15分間隔10:00　17:30

29th

金
9:30　17:00

会場

http://business-expo.jp
検 索ビジネスEXPO

詳しくはホームページ・
Facebookをご覧ください。

出展者アンケート結果

●様々な最新技術を知ることができて、とても有意義でした。 ●このイベントを通じて北海道の企業をもっともりあげていってほしいです！ ●リサイクルや資材・環境のブースがたく
さんあって良いと思った。 ●マーケティング活動の目的で来場したが、新人教育もできたので満足である。 ●農業水産業等第一次産業の参画をすればもっとこのイベントの意義が
高まると思う。北海道の第一次産業とものづくり産業の育成のため、農林水産関連企業の協力も必要と思う。 ●出展ブースも例年より多く、多業種をみる事ができました。ありがと
うございます。 ●ビジネスセミナーの講演がとても素晴らしく感動的であった。 ●今後のビジネスにつながるパートナーが見つかった。

成果を
得た部門 （イ）

60%（二）1%
（ホ）1%

（ロ）
4%

（ハ）7%

（ヘ）3%

（ト）
24%

出展者数 302 35937 14

企　業
合　計大学・試験

研究機関等道　内 道　外

6
海　外

●出展者数

●平成27年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
●平成27年度「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
●資源リサイクルフォーラム2015

●ものづくりフォーラム2015
●食品・観光マッチング2015
●北のブランド・ものづくりフェア2015

●北のITシーズフェア2015
●空飛ぶ６次化大作戦

同 時 開 催（ 予 定 ）

本イベントで排出されるCO2は、北海道
内で削減されたCO2（クレジット）を活用
してオフセットされています。

●大きな商談、契約受注が予想以上に多かった。 ●セミナー受講や他業種のブースを見学でき、新しいビジネスを考える良いきっかけになった。 ●業者にとらわれない多岐にわた
る企業・団体が来場された点、異分野、異業種への商圏大への一助となる。 ●様々な世代の方が来場されていたので、製品のPRやニーズ調査が行えて良かった。 ●HP掲載の手続
きや、事前案内、パンフレットなどに準備がしっかりしており、事前のお客様への案内がスムーズに行えた。 ●異業種（業界）が集まる展示会は少ないことから、色々と話が聞けて大
変勉強になった。 ●特別講演者には毎年、素晴らしい人が登場している。茂木氏、栗城氏の講演はとても感動的であった。今後も時の人を選んで、特別講演・セミナー等を継続して
ほしい。 ●主催者が、集客に向けての企画にとても力を入れていると感じた。（新聞、地下鉄・JRポスター、DM、HP、facebook等）

北海道内の新規顧客
獲得、既存得意先へ
の新商品PRを目的と
して今回で3年連続
の出展となりました。
ビジネスEXPOは来

場者の意識が高く、商談・受注に繋がる割合が高い
展示会です。また、決裁権のある方の来場が多いた
め、その後の商談決定率も高くなっています。費用対
効果を考慮して本年度も出展を決定しております。

アイリスオーヤマ株式会社 様 
昨年で2年連続2回目の出
展となりました。ビジネス
EXPOは札幌市内を中心と
する道内各地域の企業、官
公庁の方々と直接接点を持
つ事が出来る大変貴重な機

会と考えております。イベントでは主に、会社・事務所向けの
セキュリティーサービスや、官公庁様向けプランのご提案を
行っておりますが、来場者様、出展者様を問わず、ホームセ
キュリティーのお問い合わせも数多くいただきました。

綜合警備保障株式会社 北海道支社 様
幅広い層の来場者に
当社の製品をPRす
ることができました。
特に学生や一般来場
者の方の素直な反応
やものづくりセミ

ナーで発表した際に頂いた質問や意見は、今後、も
のづくりをする上で大変参考になります。ビジネス
EXPOが、皆さまの意見・感想などをダイレクトに伺
うことができる貴重な場である事を再認識しました。

株式会社 電制 様　
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開放特許活用ビジネス交流会

ビジネスセミナー会場
（レセプションホール）

「食の臨床試験」相談会
さっぽろソーシャルビジネス

見本市2014

ものづくりフォーラム2014
食品・観光マッチング2014
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ものづくりフェア2014

札幌商工会議所
省エネ・耐震・
防災フェア2014

北のITシーズフェア
2014

資源リサイクルフォーラム2014

平成26年度「北海道新技術・
新製品開発賞」受賞企業展

平成26年度「北海道省エネルギー・
新エネルギー促進大賞」受賞企業展空飛ぶ6次化大作戦

ご あ い さ つ

開 催 概 要

　北海道技術・ビジネス交流会（ビジネスEXPO）は今年で第29回の開催となります。1987年の第1回開催以降、道内のみなら
ず全国に北海道の“強みと可能性”について情報発信してまいりました。前回の開催では、359社・機関にご出展いただくととも
に、20,028名の様々な分野の方々にご来場いただき、まさに北海道最大のビジネスイベントになっています。
　今年の開催テーマは、『                                                              』です。
　地方創生は国の最重要課題であると同時に、地方創生の主役は地域です。人口減少への対応をはじめ重要課題に直面してい
る北海道が、将来にわたって発展し、豊かさを享受できる地域になっていくためには、多くの方々の英知を集め、熱い志を持って
取り組んでいかなければなりません。地域の発展には企業や産業の発展が必要であり、企業の発展のためには、事業に不可欠
ないわゆる“ヒト・モノ・カネ”そして“情報”を積極的に集めていくことがきわめて重要です。
　ビジネスＥＸＰＯでは、数多くの様々な来場者の皆さんや出展企業・機関等と接触・交流することができます。出展企業や機関
は自らの“特長や強み”を積極的にアピールし、新製品のアイデア、新たな販路の開拓やその拡大、そして事業発展のきっかけに
していただけますよう、願っています。
　今回、ビジネスＥＸＰＯに集う企業、行政、大学、研究機関、マスメディア等の皆様の“ ”と
“ ”が繋がり、新たな北海道を“ ”していく契機となることを期待しています。

北海道 技術･ビジネス交流会 実行委員会
名 誉 会 長　高橋　はるみ（北海道知事）
実行委員長　 大内　   全  （ノーステック財団理事長）

THE HOKK AIDO TECHNIC AL INFORMATION & BUSINESS E XCHANGE FAIR ’15

名　称 ビジネスEXPO 2015
「第29回 北海道 技術・ビジネス交流会」

THE HOKKAIDO TECHNICAL INFORMATION & BUSINESS EXCHANGE FAIR’15

会　期 平成27年11月5日（木）・6日（金）
第1日目／10：00～17：30　第2日目／9：30～17：00

同 時 開 催

会場ゾーニングイメージ （前回ビジネスEXPO開催時）

●平成27年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
●平成27年度「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」
　受賞企業展
●資源リサイクルフォーラム2015
●ものづくりフォーラム2015
●食品・観光マッチング2015
●北のブランド・ものづくりフェア2015
●北のITシーズフェア2015
●空飛ぶ6次化大作戦

5つの展示ゾーン （屋内会場・屋外会場）

ITビジネス展示ゾーン
ソフト関連・システム関連、デジタルコンテンツ、電子自治体関連、
各種情報通信・映像関連、オフィス機器関連等を対象

ものづくり・電気・機械ビジネス展示ゾーン
電気、機械、精密機器、ロボット、ナノテク関連、福祉機器等を対象

環境・バイオビジネス展示ゾーン
環境関連、バイオ、省エネ・新エネ関連、リサイクル、土木・建築等を対象

※「学術・試験研究機関展示ゾーン」の出展につきましては、対象先へ別途ご案内させていただきます。

学術・試験研究機関展示ゾーン
大学等の学術関係と公的試験研究機関によるテーマ展示

地域創造ビジネス展示ゾーン
食品関連、農林水産関連、地域プロジェクト、観光ビジネス関連、
生活関連（融雪、雪利用ほか）等を対象

　

「ビジネスEXPO2015」出展スケジュール（予定）

●3小間以上申込みの場合は、小間取りの形態を「単列」か「複列」に指定することが可能です。尚、「土間渡し」はA-4小間以上、B-6小間以上となっています。

※複数小間申込割引＝3小間5％、4小間10％、5小間15％、6小間以上20％割引となります。

屋 内 会 場

出展スペース及び出展料（消費税別途）

※複数小間申込割引＝4小間5％、5小間10％、6小間15％、7小間以上20％割引となります。

会　場 アクセスサッポロ
札幌市白石区流通センター4丁目3番55号  TEL（011）865-5811

入場料 無  料 ●無料シャトルバス運行（地下鉄大谷地駅より）
      ※ハイブリッドバス使用

●無料駐車場（約1,100台）

［複数小間申込割引の対象は、1企業または1団体からの申込み、並びに出展料納付者が対象となります。］

ビジネスEXPO実行委員会代理店 北電興業株式会社 広告部
〒060-0031  札幌市中央区北1条東3丁目1番地

●基礎小間について
●電力幹線工事について
●二次側配線工事
   （コンセント、照明）について
●備品レンタルの申込みについて
●通信回線の申込みついて
●試飲、試食について

●給排水設備工事の申込みについて
●火気、危険物について
●フォークリフトの申込みについて
●搬入、搬出、荷受け、返送について
●小間のディスプレイ、展示パネル制作について
●会期中のアルバイト、コンパニオンについて
●各種販促ツールの制作について

その他、下記の事項についてのお問合せ

　0120-331-280（平日9時～17時） FAX（011）281-1302
E-mail : expo@hokudenkogyo.co.jp（担当：森田・木村）

※社名板、電気設備等を備えた
　「パッケージブース」（有料）も
　ご用意しております。
　詳しくは右記連絡先までご相談ください。

主催者側で、下記仕様の基礎小間（背面・側面木パネル、表具貼り）を
ご用意いたします。

●社名板（社名表示）は付いておりません。
●電気設備（照明、コンセント等）は
 　付いておりません。
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小間基本仕様（屋内会場）

主催：北海道 技術・ビジネス交流会実行委員会
協賛（予定）／エア・ウォーター（株）、（株）エコニクス、（株）電制、（株）桐光クリエイティブ、（株）東芝北海道支社、東洋農機（株）、トヨタ自動車北海道（株）、ＳＭＢＣ日興証券（株）札幌支店、日本管財（株）北
海道支店、（株）日本政策投資銀行北海道支店、日本電気（株）北海道支社、日本ユニシス（株）北海道支店、（株）日立製作所北海道支社、富士ゼロックス北海道（株）、富士通（株）、富士電機（株）北海道支
社、ほくでんサービス（株）ほくでん情報テクノロジー（株）、（株）北洋銀行、北海電気工事（株）、北海道ガス（株）、（株）北海道銀行、北海道計器工業（株）、北海道総合通信網（株）、北海道電気技術サービス
（株）、一般財団法人北海道電気保安協会、北海道パワーエンジニアリング（株）、三井物産（株）北海道支社、三菱重工業（株）北海道支社、三菱商事（株）北海道支社、三菱電機（株）北海道支社

後援（予定）／国立研究開発法人産業技術総合研究所、北海道教育委員会、旭川市、小樽市、帯広市、北見市、釧路市、苫小牧市、函館市、室蘭市、一般財団法人札幌産業流通振興協会、（独）新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会、（独）日本貿易振興機構北海道貿易情報センター、一般社団法人北海道ＩＴ推進協会、北海道技術振興連絡協議会、北
海道経済同友会、一般社団法人北海道建設業協会、北海道市長会、北海道地域産業技術連携推進会議、公益財団法人はまなす財団、北海道町村会、一般社団法人北海道農業機械工業会、一般社団
法人北海道貿易物産振興会、一般社団法人日本航空宇宙学会北部支部、電気新聞北海道支局、（株）日本経済新聞社札幌支社、北海道新聞社、ＮＨＫ札幌放送局、ＳＴＶ、TVh、ＨＴＢ、ＵＨＢ、ＨＢＣ

W3.6×D2.7×H2.4ｍ（9.72㎡） 160，000円／小間A小間 W2.7×D2.7×H2.4ｍ（7.29㎡） 125，000円／小間B小間

※このブースにはテント（5.4×3.6ｍ）がセットされております。

屋 外 会 場

W5.4×D3.6ｍ（19.44㎡） 60，000円／ブーステントブース 10㎡以上 4,000円／㎡スペースブース

「ビジネスＥＸＰＯ」の５つの出展メリット
幅広い層が来場

（他の展示会では有料となるサポート内容を、無料でご提供いたします。）

出展募集開始  ５月18日（月）
出展のお申込みは下記ホームページよりお願いいたします。※申込み期間中でも、予定小間数に達した場合には

　締切となりますのでご了承ください。

http://business-expo.jp
0120-331-280

お申込みの
お問合せ

北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会代理店（北電興業株式会社）

FAX（011）281-1302  E-mail:expo@hokudenkogyo.co.jp

出展案内説明会  ６月5日（金）

日時：6月5日（金）13：30～  場所：北海道経済センタービル8階 Aホール（札幌市中央区北1条西2丁目）

「出展案内説明会」を下記の日程で開催いたしますので、担当者の方はお気軽にご出席ください。
（別紙「出展案内説明会のお知らせ」にご記入のうえお申込み下さい。）

最終出展者会議  １０月2日（金）

日時：10月2日（金）13：30～  場所：北海道経済センタービル8階 Aホール（札幌市中央区北1条西2丁目）

出展申込み締切後、出展者に対して開催内容、小間割り、基礎小間の条件、出展に際しての
留意事項などの「最終出展者会議」を行います。

テーマ

会場は、大谷地流通センター内に位置し、新千歳空港から約30kmと恵ま
れた立地条件にあり、札幌市営地下鉄東西線南郷18丁目駅より1.6km、
大谷地駅より1.8kmです。国道12号線に近接しており、タクシー、自家用
車での利用も便利です。

展示会開催  １１月5日（木）・6日（金）

TEL.011-716-9150出展料の納付・出展取消しについてのお問合せ
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局

E-mail : info@business-expo.jp

申込締め切り ８月２1日（金）
出展料は９月4日（金）までに「北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会」の下記口座へお振込み
ください。（振込手数料はご負担ください）●出展料の納付

北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局長 常俊 優（ツネトシマサル）

〈普通〉 1545103北洋銀行本店 〈普通〉 1105782北海道銀行本店

９月5日～９月１1日  ３０％ ９月１2日～９月28日  5０％ 9月29日～１０月16日  8０％ １０月17日以降  100％

出展受付け後の出展取消しは原則としてできません。ただし、主催者がやむを得ないと認めた場合
のみキャンセルを認めることとし、以下のキャンセル料をいただきます。●出 展 取 消 し

※一部有料

アクセスサッポロ
無料シャトルバス運行
札幌市白石区流通センター4丁目 TEL.011-865-5811

（地下鉄大谷地駅より15分間隔）

会場までの交通アクセスのご案内③ ④

ノーリツ

会場

出展者と出展物等を掲載したガイドブックを
作成し、会場にて来場者に無料配布します。

出展者ガイドブックに掲載

出展50社程度限定。設置内容は、1社1種類（サイズＡ4版程度）です。
（応募多数の場合は、実行委員会による抽選となります。）

出展者パンフレットコーナー

ホームページ（メール）、FAXでお申込みいただいた商談希望の来場者と
のビジネスマッチングを積極的に支援します。

出展者＝来場者間のビジネスマッチングを支援

●開催日：平成27年11月5日（木）17：30～19：30
●参加費：3,000円／人（消費税含む）

業種・規模を問わず、幅広い層が来場する
ため、思いもかけない出会いや、新たな分
野・業種への販路開拓等が期待できます。

メリット 1 北海道最大級
出展者約3 5 0社・機関、来場者約
20,000名と北海道最大規模、業種を
限定しない総合展としては北海道最大
規模を誇るビジネスイベントです。

メリット 2

強力な集客対策
新聞広告、地下鉄・JRへのポスター掲出といった広告
展開に加え、道内外企業約70,000社へのDM送付（開
催1カ月前）、経済団体のネットワークを活かした広範
なPR活動等による強力な集客対策を行います。

メリット 3

充実したサポートメリット 5

行政幹部、企業トップも多数来場
北海道経済産業局・北海道・札幌市・札幌商工
会議所等の主催により、行政・産業界が一体と
なって開催するビジネスEXPOには毎年多数の
行政幹部や企業のキーパーソンが来場します。

メリット 4

展示会場内にステージを設け、
使用希望者に15分程度のステー
ジを提供いたします。企業・商品
のPRや新製品・新技術の情報公
開にご活用いただけます。
（応募多数の場合は、抽選。）

出展者PRステージ

公式ホームページに会社概要、製品概要、製品写真等の
企業情報を掲載します。

公式ホームページに企業情報を掲載

ビジネスチャンス拡大を目的として、1日目にアクセスサッ
ポロ2階「レストランライラック」にて実施する予定です。

交流レセプション（有料）

万全のサポート体制で出展者を強力にバックアップ！

振 込 先

企業研究のため来場する学生（大学、高専、高校）との交流が可能です。

学生向け企業研究・相談会を開催

「南郷18丁目」駅より
1,000円程度

地下鉄東西線
タクシー利用の場合
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