
検索北海道アグリフードお問い合せ先
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※最新のプログラムは本展公式ホームページでご確認下さい。  ※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）

日本能率協会 来場者ヘルプデスク （株式会社ケイ・スリー・クリエーション）
TEL:03-6809-2707　E-mail：helpdesk@k3c.co.jp　受付時間：9：30～18：00（土日・祝日は除く） 事前登録はコチラから

検索観光ホテル外食展お問い合せ先
日本能率協会 来場者ヘルプデスク （株式会社ケイ・スリー・クリエーション）
TEL:03-6809-2707　E-mail：helpdesk@k3c.co.jp　受付時間：9：30～18：00（土日・祝日は除く） 事前登録はコチラから

アクセスサッポロ （札幌市・白石区）
会  期

会  場

企画主体 北海道アグリ・フードプロジェクト実行委員会

後  援 帯広畜産大学／経済産業省 北海道経済産業局／札幌産業流通振興協会／札幌市／JAグループ北海道／
総務省 北海道総合通信局／東京農業大学 生物産業学部／日本貿易振興機構（JETRO）北海道貿易情報センター／
農林水産省 北海道農政事務所／北海道／北海道新聞社／北海道大学／北海道農業公社／酪農学園大学 (組織名五十音順)

登録制・無料

JAグループ北海道／北海道大学／北海道二十一世紀総合研究所／道銀地域総合研究所／北海道商工会議所連合会／
北海道経済連合会／日本貿易振興機構（JETRO）北海道貿易情報センター／北海道食産業総合振興機構(フード特区機構)／
北海道新聞社／日本能率協会コンサルティング／日本能率協会 （順不同）

主  催 入場料

9：30～16：00

9：30～16：00

2018年11月28日（水）・29日（木）

アクセスサッポロ （札幌市・白石区）
会  期

会  場

後  援 経済産業省 北海道経済産業局／国土交通省 北海道運輸局／札幌産業流通振興協会／
札幌市／総務省 北海道総合通信局／北海道／北海道観光振興機構／北海道新聞社 (組織名五十音順)

登録制・無料主  催 入場料

2018年11月28日（水）・29日（木）

当社はNO.　　　　　ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

展示会ご招待状

道内パートナーイベント

業界を代表する著名な方々による「農業」「観光」「食」をテーマとした価値ある講演をご用意しています。

展示会場内のほか、2F会議室などを利用した充実のカンファレンス、その他特別企画も同時開催します。

検索北海道アグリフード聴講申込みはコチラから

“食のバリューチェーン”に関わる製品・サービスが集う専門展示会

旅行・宿泊・飲食業界関係者必見！ “北海道初”の専門展示会
展示
会

ご招
待状

来場対象
●農業生産関係者 ●流通・小売・飲食業者 ●旅行・宿泊関係者
●各種メーカー・商社 ●物流・運輸・水産関係者
●IT、通信業者 ●自治体、官公庁、教育機関 ほか

来場目的
●新商品情報の収集　●業界動向・市場調査
●仕入れ　　　　　　●取引先の開拓
●価格・納期交渉　　●課題解決の相談 ほか

北海道を代表する「農業」「観光」「食」をテーマにした
2つの展示会を同時開催！

主催者セミナー

カンファレンス・特別企画

11：00
▼

11：40

12：30
▼

14：00
▼

14：40

15：00
▼

15：40

調整中

調整中

調整中

ビジコム

協賛：サンマルコ食品／企業協力：北洋銀行

企業協力：北洋銀行

No Maps 実行委員会

JAグループ北海道カンファレンス
農業経営者必見！ 道内各地で頑張っている生産者や、それを支える専門家らによるセミナーや
トークセッションを実施。 あなたの経営課題の解決に役立つ情報満載です。

11月28日

北海道農業の未来コンテスト
イベントのテーマにあわせ、道内学生を対象とした2つのコンテストを開催。学生の斬新なアイデアを披露してもらいます。
会場での公開審査で大賞ならびに特別賞を選定します。

11月28日 道産食材使用コロッケアイデアコンテスト 11月29日

地方創生シンポジウム
人口減少や空き家問題など、地方が抱える根深い課題にどう立ち向かうべきか。
「食」と「観光」をベースにした地方創生の実現に向けた、有識者による講演会を開催します。

11月29日

●170以上の出展ブースが新製品・サービスを展示！ （出展者一覧を裏面に掲載しています）
●業界で話題の講演者が価値ある情報を提供！ 充実のセミナーやカンファレンス多数開催。
●スマートアグリやインバウンドなど、今注目すべきテーマの展示やセミナーが目白押し！

本展の特長

当社はNO.　　　　　ブースに出展しております。
ご来場を心よりお待ち申しあげております。

SIP「次世代農林水産業創造技術」の取り組み 
～アグリイノベーション創出～

北海道大学 大学院農学研究院 副研究院長・教授  農学博士
野口 伸

一般財団法人 日本不動産研究所 北海道支社 支社長
遠藤 公正

国土交通省 北海道運輸局 観光部 観光企画課 課長
実重 貴之

ＧＩサポートデスク 北海道ブロック統括（㈱リープス代表取締役）
鈴木 善人

北海道農政部 食の安全推進局食品政策課 クリーン・有機農業グループ 主査
千葉 邦博

株式会社MOMO代表取締役（動画で学べる農業育成塾 講師）
高橋 澄子

オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ
三國 清三

北海道内のホテルの開発動向について
～不動産鑑定士の視点から～

食品輸出の進め方とリスク管理について

日本貿易振興機構 (JETRO) 
北海道貿易情報センター 所長

白石 薫

「北海道の食の魅力」

北海道インバウンド観光の可能性

ＧＩプレミアム（需要者にとっての特別な価値）を
とおした産地の総合戦略作りについて

2020年に向けた北海道産食材の
供給を目指して

～次世代農業リーダー育成塾講師が語る～
「もうかる農業経営のセオリー」

①商談に必要な資料と商談の進め方

三井住友海上火災保険㈱
営業推進部 部長
中嶋 康雄

②食品輸出の事故事例と
　輸送時のチェックポイント

11月28日（水） 11月29日（木）

※最新のプログラムは本展公式ホームページでご確認下さい。  ※発表者の都合により、セミナーの中止またはテーマが変更になる場合がありますのでご了承ください。

（敬称略）出展企業によるプレゼンセミナーや、学生参加の2大コンテストを開催します。

出展者セミナー・コンテスト

11月28日（水） 11月29日（木）

北海道農業の未来コンテスト　本審査・表彰
＜12：30～14：15＞ 道産食材使用コロッケアイデアコンテスト　本審査・表彰

「No Maps」が目指す北海道の食・農の未来像（仮）

＜12：30～13：45＞

インバウンド強化！ 多彩な決済と免税の電子化で変わるＰＯＳ
＜14：00～14：40＞

協賛企業

コンテスト

コンテスト

セミナー

セミナー

検索北海道アグリフード 検索観光ホテル外食展聴講申込みは
コチラから

座席数：70席／事前登録制／聴講無料

座席数：100席／事前登録制／聴講無料

検索北海道アグリフード 検索観光ホテル外食展聴講申込みは
コチラから

主催：北海道経済連合会、日本能率協会

基調講演
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出展者一覧（出展者名五十音順）

交通アクセス

ピックアップテーマ会場構成

検索北海道アグリフード 検索観光ホテル外食展（2018年9月1日現在）

（2018年9月1日現在）

最新出展者情報はコチラから

■アンケート

〈個人情報の取扱いについて〉一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は小会の個人情報保護方針等
（http://www.jma.or.jp/privacy）をご覧ください。
今回、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、今後の各種案内のために使用させていただきます。なお、個人情報は配送の依頼等で機
密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますのであらかじめご承知おきください。
今後の案内（E-mail配信含む）を希望されない場合は下記に□印を付けてください。ご記入の無い場合、ご案内送付（E-mail配信含む）に同
意いただいたものとさせていただきます。
今後の案内を希望しない

（　　　　）

〒

TEL （　　　　）FAX

貼付分の他に
名刺を1枚ご用意ください。

●事前に名刺を貼付ください（名刺のない方は下記にご記入ください）。
   Please fill out in block letter or attach the name card.

勤務先
Company

所在地
Address

所属・役職
Position & Title

氏　名
Name

名

刺

貼

付

e-mail

必須記入

入場登録券

枚 03-3434-8076FAX

●会場内の写真・ビデオ撮影は禁止されております。
●事務局が記録用として撮影した会場内写真は、後日、WEBサイトや次年度のパンフレットに掲載させていただきます。

招待状の追加請求をご希望の方は、上記「名刺貼付欄」にご記入の上、
事務局あて2018年11月16日（金）までにFAXにてお申し込みください。
11月17日（土）以降は公式ホームページにて事前登録をご利用ください。

追加
招待状
請求

アクセス
サッポロ

大谷地バスターミナル

地下鉄
新さっぽろ駅

地下鉄
ひばりが丘駅

地下鉄東西線

地下鉄大谷地駅

国道274号線

道央自動車道

札幌新道

地下鉄
南郷18丁目駅

南郷通
地下鉄
南郷13丁目駅

国道12号線
至札幌市内 佐川急便

大谷地インター

貨物ターミナル

清
田
通

厚
別
川

平和通

● 地下鉄東西線「大谷地駅」からタクシーで3分。徒歩15分。
● ＪＲ「新さっぽろ駅」からタクシーで7分。
● 新千歳空港からバスで「大谷地ターミナル」下車（35分）。タクシーで3分。
● 新千歳空港からＪＲ快速エアポート（15分間隔で運行）で「新さっぽろ駅」下車
　 （快速27分）。タクシーで7分。

【会期中の交通機関について】
　1. 会期中は、地下鉄東西線「大谷地駅」バスターミナル～アクセスサッポロ間で
       無料シャトルバスを30分間隔で運行いたしますのでご利用ください。
　2. 会場隣接駐車場は1,000台以上駐車可能です。

本展では、業界で今特に注目したい最新のトレンド情報を4つのテーマでピックアップします。
各テーマを対象とした集中展示やセミナーをお見逃しなく！

アグリセンシング
農業マルチセンサー（水田・気象・ビニールハウス用センサー）と
クラウドサービス
アグリハウス
48.6φのパイプハウス「雪勝ハウス」の展示
アサヒビール
泡まで楽しめるドライゼロクリーミーとノンアルコールハイボー
ルの試飲
イーサポートリンク
農場物語GAP取得支援サービス、防除日誌作成支援ツール
イーズエンジニアリング
施設園芸ハウスの冷暖房・除湿だけではなく食品加工場にも使え
る大風量エアコンを展示
石狩管内5JA（さっぽろハーベストランド推進協議会）
管内５ＪＡ（さっぽろ、いしかり、北いしかり、新しのつ、道央）の
PR、加工品の即売
石森製粉／金トビ志賀
本州産そば産地のご紹介。辛味大根の新品種ご紹介。愛知県産小
麦粉乾麺等のご紹介
イノフィス
農作業での重労働による身体の負担を軽減する装着型のアシスト
スーツです
エイカー
全国の自治体・企業様に採用頂いている自社開発の鳥獣防除対策
機を紹介いたします
エーデルワイスファーム
「薪と炭火と時間」に拘った、旨味を極限まで引き出す古式ドイツ
技法のハム･ベーコン
エヌ・エフ・テー技研
集卵ベルト、防鼠集卵メッシュベルト、PP除糞ベルト、現場用溶着機
きたそらち農業協同組合
北海道米の精米商品
木の屋石巻水産
鯨加工品（刺身用赤肉、ベーコン、竜田揚げ、ユッケ、ネギトロ等）、
お土産用缶詰他
Sapporo Creative Convention『No Maps』
No Maps2018の報告のほか、農×ITにかかる情報提供を行います
佐藤産業
提案します「パイプハウスの強靭化」。資材メーカーだからこそ出
来る新しい取り組み
サングリン太陽園
請け負い作業とトレーサビリテイ管理を一挙に完了させる、簡単･
正確農業支援システム
JA釧路太田/JA摩周湖/べつかい乳業興社/JA北海道中央会根釧支所
牛乳・ヨーグルトの試飲・販売。チーズの試食・販売
JAグループ北海道
JAグループに関する情報発信及びスマホアプリのキャンペーン実施
シシクアドクライス
ハウス用高所作業電動台車、作物運搬用電動台車、ソリ付運搬台
車、各種作業・運搬台車
食wow!!学部
食wow!!学部参画大学の学生による食に関する日頃の取り組みをPR
せき
ミルポワ、人参・南瓜等のペースト、南瓜等冷凍品、カット野菜
泉州電業
農業用新型 省エネヒーターの展示。ランニング・イニシャル双方
のコスト削減！
SOBACO
だるま八割そば、そばパスタ、韃靼そば茶TB
ソリマチ
農業会計ソフト「農業簿記」、生産管理クラウドサービス「フェー
スファーム生産履歴」
タキゲン製造
電動作業車レールカー K-670-T-1、レール用収穫台車K-678
デュポン・プロダクション・アグリサイエンス
農業用殺菌剤：ゾーベック・エンカンティア、グリーンダイセン、
コサイド３０００
天満紙器
テイクアウト容器、ギフトパッケージ、デザートカップなど各種
食品向け容器
東京ドローンプラス
農薬散布ドローンを中心にロボティクスを提案します
東京農業大学オホーツク実学センター
地域資源を利用したラスクの紹介。社会人修了生による製品の紹介販売
TOSEI
真空包装機
トーホー工業
発泡スチロール製パレット、農産物用輸送容器、栽培用資材、ハ
ウス保温システムなど
十勝ごちそう共和国
十勝の大地が生んだ、美味しいJA特産品の数々をご紹介します
中條製缶
各種食品用缶詰容器と丸缶専用缶詰製造機械

ナラサキ産業
エチレン貯蔵技術、食品画像検査機、穀類選別調整機、食品工場
コンサルティング関連
Neeth
農産品及び加工品の生産、卸･ＥＣ販売など、１次産品流通に特化
した受発注システム！
西陣屋
九条葱の生産～加工販売
ニセコフードコミッション企業組合
ニセコ産の農産品や食材を使ったローフード製品、及び米粉のう
どん･そば等を展示
日糧製パン
業務用ドイツパン、業務用タルトケーキ台、業務用炊き飯・寿司類
日通商事
・追従運搬ロボットで作業効率・安全性アップ
・その他資器材および作業用品の紹介
日本能率協会コンサルティング
農業経営、食品製造業の経営改善(収益拡大やコスト削減、生産
性向上等)を支援します
日本ポリスター
野菜専用自動包装機（シュリンク兼用）、スタンドパック包装機
（立体的包装形態）
ハイテックシステム
生育データ等、最大10kmまで可能な多機能センサーと、エリア
ゲートウエイを使ったクラウドサービス
ハウス食品グループ本社/植物育種研究所
付加価値たまねぎ（スマイルボール、さらさらレッド）
日立造船
農機ガイダンスシステムをはじめとしたスマート農業に関する新
製品を出展予定です
ファーム川上泰次
農産系廃棄物を再資源化させる「有機活性液肥 ＮＯＡＬ」を開発展示！
ファームサポーターズ
農業データ収集ツールと分析、カイゼンのファームサポートシステム
ファームノート
酪農・畜産生産者の生産性向上と効率化を人工知能や先端技術を
用いて貢献するIT企業
冨貴堂ユーザック
営農管理システム「しっかりファーム」
北成
衛生、環境事業　新衛生水生成装置ノースステラ製造販売、マイ
ルド次亜水販売
北海道次世代施設園芸地域展開コンソーシアム
北海道における高度環境制御システム等を導入した「次世代施設
園芸の普及を目指して」
北海道ソラサンフーズ
北海道産原料を使用した、フライドオニオン、フライドポテト、
昆布だし、野菜だし等
北海道大学ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点
北海道大学が取組むロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点
を紹介する
北海道中小企業家同友会道北あさひかわ支部  農業経営部会
道北エリアの農業、酪農業の取組みを紹介し、異業種と連携し新
商品開発を目指します
松原米穀
作り手の顔が見える、愛情をかけて育てた、安全･安心の契約栽培
米「一粒入魂」シリーズ
マルキタ／中村農園（オホーツク財団）
オホーツク地域の農産物の加工品及びオホーツクブランド認証商品
丸正酢醸造元
食酢（黒酢・ポンズ・他10種類）
三菱ガス化学
食品添加物規格の過酢酸製剤「ダイヤパワー®FP」をご紹介させ
ていただきます
メルシー
フットケア機器（エスコート・エイチ）
ヤマト
スペースヤマトのご紹介です。日本製のモーターを使用した管理
医療器具です
YSE
①電動式軽量水田用農薬散布ボート②農薬散布ドローン③大型ビ
ニールハウス
渡辺パイプ
養液栽培システム「ガイアイチゴＫ」、ハウス内環境制御機「ウル
トラエース」展示

アスモ
業務用食器、調理道具のサプライヤー。今回の出展製品ミヤザキ
食器等
アルメックス
セルフ型チェックイン機の展示およびクラウド型ホテルシステム
の展示
うつぼや池田食品
鰹節、厚削り、粉砕節、煮干、昆布、ダシパック

エアサーブ
全国主要空港や駅での送迎・トランスファーサービス イヤホン音
声ガイド「トラベルイヤホン」
小笠原/NITTO CERA/川島織物セルコン
フリーユニットバス、フリーシャワーユニット
オズコンサルタント
旅館ホテルの企画・設計デザイン、インターネット予約販売及び
運営サポート
おもてなしたたみ
客室・宴会場用の天然イ草畳表のご提案。特許工法での畳表張替
デモンストレーション
温度と湿度の専門企業　ピーエスグループ
タオルウォーマー・オーダーメイドワインセラー・暖房用ラジエーター
キョーワクリーン
HACCP対応のVikan社製のカラーブラシ・ツール
クリップサイト
ホテル旅館向け予約・フロント会計システム「支配人くんNEXT」
ケイティーエス
客室がスマートに生まれ変わる！ SiTVでVOD、ホテルインフォ
メーションをTVで
ケルヒャー ジャパン
ホテル様向けの清掃器機をバッテリー製品中心に展示させて頂きます
さくらネットワーク・システム協同組合
外国人技能実習生制度を通して企業の現場の活性化を果たして国
際貢献をする
札幌ファニチャー
業務用家具（椅子・テーブル）・備品の販売・椅子の張替・テーブ
ルの修理等のメンテナンス
JTB商事
旅館・ホテル向備品、改装工事のご提案など宿泊施設向トータル
ソリューション
SINKPIA・JAPAN
業務用生ごみ処理機
スギコ産業
給食バット他　ステンレス容器
住商モンブラン
飲食店のキッチン・ホールスタッフユニフォーム、HACCP強化
の衛生白衣
タニコー
お客さま一人ひとりの思いをカタチにして、理想の厨房を提案い
たします
東栄
環境浄化バイオ製剤BNクリーン。微生物で排管やグリースト
ラップの油脂が分解
寺岡北海道
セルフ発券機・セミセルフPOS・オーダリングシステム・クラウ
ド型決済サービス
ニッセンレンエスコート/トッパン・フォームズ
「多様化する決済対応」「効果的な集客」を可能にするサービスや
ソリューションを展示
ネクシィーズ
LED照明レンタルサービスで初期費用0円5年保証で掛け捨てで
もございません‼
長谷川化学工業
まな板、包丁等の衛生管理しやすい調理用品のご提案
パラダイムシフト
レップチェッカーはOTAのクチコミの一元管理・分析+レベ
ニュー機能のシステムです
ビジコム
キャッシュレス対応オールインワンPOSレジ  インバウンド向け
免税販売～パスポート保存
日立化成
日立ラップブルータイプ＆レッドタイプ、ラップ片混入対策と色
の組合せで柔軟な仕分
ファミリーレンタリース
業務用洗濯機、乾燥機の無料設置
フジマック
バリオクッキングセンター、コンビオーブン等、業務用厨房機器
を各種展示
プロシオンジャパン
カーペット並びに石材用洗剤。専用清掃機器
ペイパル
ペイパルは、世界で2億人以上が利用する「安全」で「かんたん」
なオンライン決済です
平和リーシング
国内最高3気圧で大幅な調理時間短縮を実現!!60年の信頼と実績
の安全性、圧力寸胴
ホシザキ北海道
スチームコンベクション・ブラスト・真空包装機・電解水・ソフト
クリーム・ドウコン
正氣屋製菓／安井
全国47都道府県の地方限定的な銘菓
モレーンコーポレーション
一枚ずつ袖口から取り出せる衛生的な使い捨てニトリル手袋
ユニヴァ・ペイキャスト
Alipay、Wechatペイ、インバウンド向け決済導入アプリ「招待Pay」

参加するイベント（展示会）□ 1. 北海道アグリ・フードプロジェクト □ 2. 観光・ホテル・外食産業展

□ 1. 経営
□ 2. 営業・販売
□ 3. 企画・マーケティング
□ 4. 技術・開発・研究
□ 5. 情報管理システム
□ 6. 広報・総務・人事

(                      )

□ 1. 次回出展予定
□ 2. 出展案内を希望
□ 3. 出展には関心が無い

□ 1. 出展製品の購入
□ 2. 出展製品の情報収集
□ 3. 業界動向の調査
□ 4. 新規取引先探し
□ 5. 既存取引先との交流

□ 6. 会場内の企画・セミナー参加
□ 7. カンファレンス・シンポジウム参加
□ 8. 教育・研修視察
□ 9. その他

□ 1. 農業生産者（個人経営体）
□ 2. 農業生産者（法人）
□ 3. 酪農・畜産

農業生産関係者

□ 4. 農業団体・組合  □ 5. JA
農業団体関係者

□ 6. 農機関連商社・卸・問屋
□ 7. 食品商社・卸・問屋
□ 8. 厨房機器商社・卸・問屋
□ 9. 室内設備商社・卸・問屋
□ 10. その他中間流通

流通関係者

□ 11. 外食
□ 12. 給食
□ 13. その他フードサービス
□ 14. スーパー・コンビニ・百貨店
□ 15. 専門店
□ 16. 通販・ネットスーパー
□ 17. その他小売

小売・飲食関係者

□ 18. ホテル・旅館
□ 19. レジャー施設
□ 20. 観光

宿泊・旅行関係者

□ 29. 物流・運輸業
□ 30. 水産業

物流・運輸・水産関係者

□ 31. 官公庁・団体・地方自治体
□ 32. 研究所・教育機関

官公庁、研究所、教育機関

□ 33. 一般来場者(消費者)
□ 34. 学生
□ 35. その他

一般

□ 21. 農機関連メーカー
□ 22. 食品・飲料メーカー
□ 23. 食品受託加工メーカー
□ 24. 厨房機器メーカー
□ 25. 室内設備メーカー
□ 26. 衛生機器メーカー
□ 27. ITベンダー
□ 28. その他メーカー

メーカー関係者

□ 7. 調理
□ 8. 接客・サービス
□ 9. 仕入・購買
□ 10. 一般事務
□ 11. 有期雇用・アルバイト
□ 12. その他

業
　
種

□ 1. 未成年
□ 2. 20代
□ 3. 30代
□ 4. 40代
□ 5. 50代
□ 6. 60代以上

年
　
齢

□ 1. 経営職・役員
□ 2. 部長・次長・室長
□ 3. 課長
□ 4. 係長・主任
□ 5. 社員・職員
□ 6. 支配人・部門長
□ 7. 料理長
□ 8. 店長・マネージャー
□ 9. 有期雇用・アルバイト
□ 10. その他

役
　
職

□ 1. 1～50人
□ 2. 51～200人
□ 3. 201～500人
□ 4. 501～1,000人
□ 5. 1,001人以上
□ 6. なし

従
業
員
数

今
後
の
自
社
出
展
意
向

職
　
種

ご
来
場
の
目
的

負担軽減と収穫量アップを実現するスマートアグリ
今年は無人ロボット農業機械の普及元年と言われています。国の制度改定などによる後押しもあり、
世界に先駆けて社会実装されていく最新のスマートアグリ製品・サービスを是非会場でご覧ください。
集中展示ゾーン「スマートアグリ・IT機器・サービス」ドローン／各種センサー／アシストスーツ／労務・作業管理ソフト など
11/28(水)10:00～　スマートアグリ分野の第一人者、北海道大学 野口伸教授によるセミナー開催

世界へ届ける“安・遠・長”の食品物流
国内外から評価の高い北海道ブランド。高まる需要に応えたくても、物流コストや鮮度維持の問題が
つきまといます。安価に、遠くへ、長時間の輸送を可能にする技術がここに集結しています。
集中展示「流通設備機器」包装機械／鮮度管理システム／パレット・コンテナ／運搬台車／コンベア など
11/28(水)13:00～　国内外への輸出入を支援するJETRO北海道による事例紹介セミナー開催

訪日外国人対応の最新設備・機器特集
アジアを中心に世界中の旅行者が注目している北海道。広がるビジネスチャンスを絶対に逃したくない
事業者様は必見です。言語や文化の違いで起こる課題は最新技術で解決しましょう。
集中展示ゾーン「インバウンド対応ゾーン」多言語対応関連／決済・キャッシュレスシステム／専門スタッフ育成 など
11/29(木)10:00～　国土交通省 観光企画課が推奨する北海道ならではの国際観光振興策を紹介するセミナー開催

食の安全・安心と生産性向上に。 業務用厨房設備特集
今や“食の安全・安心”を維持することは当然ながら、業界の人手不足は深刻で経営上のリスク要因と
なっています。生産性を向上させる設備や技術を活用し、北海道の“美味しい”を支えましょう。
集中展示　実演・試飲試食も多数！「外食」業務用厨房設備各種／調味料等食材／衛生製品／ など
11/28(水)14:30～　北海道食材の魅力を語る三國清三シェフの基調講演も開催

Theme

1

Theme

2

Theme

3

Theme

4

該当項目に□してください。

観光・ホテル・外食産業展

北海道アグリ・フードプロジェクト

出展者セミナー・コンテスト会場

スマートアグリ・
IT機器・サービス 流通設備機器生産資材

加工設備機器研究開発 食材

ホテル 外食インバウンド対応

出入口 出入口

ラウンジ

出展者セミナー・コンテスト会場

主催者セミナー会場

ラウンジ

ラウンジ


