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ⅠⅠⅠⅠ．．．．開催結果開催結果開催結果開催結果

「北海道技術・ビジネス交流会（ビジネスＥＸＰＯ）」は、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。

昨年同様、新型コロナウイルス感染症流行の影響を少なからず受けながらも、第３５回ビジネスEXPOにつき
ましては、『『『『持続可能な未来創造に向けて～新たな北海道ステージの扉を開く～持続可能な未来創造に向けて～新たな北海道ステージの扉を開く～持続可能な未来創造に向けて～新たな北海道ステージの扉を開く～持続可能な未来創造に向けて～新たな北海道ステージの扉を開く～』』』』をテーマに、イベント主旨に
ご賛同くださった５企業による感染症対策製品を活用し、「新北海道スタイル」に則り、感染症対策を万全に行っ
た上で開催いたしました。

２７７社２７７社２７７社２７７社・機関・機関・機関・機関が出展し、「ＩＴビジネス」「ものづくり・電気機械ビジネス」「地域創造ビジネス」「環境・バイオビジ
ネス」「学術・試験研究機関」、「先端技術」 「SDGs・未来創造ゾーン」の７つのゾーンにて、各企業・機関の新製
品や、時流に沿った新技術、研究開発製品等が展示され、コロナ禍にもかかわらず、２日間で合計合計合計合計２８，２３９名２８，２３９名２８，２３９名２８，２３９名
（リアルリアルリアルリアル来場者数２０，１８０名来場者数２０，１８０名来場者数２０，１８０名来場者数２０，１８０名・・・・WEBWEBWEBWEB閲覧者数８，０５９名閲覧者数８，０５９名閲覧者数８，０５９名閲覧者数８，０５９名）の方々にご来場いただき、盛況のうちに終了すること
が出来ました。

感染症の発生も無く、長い歴史を誇る本イベントを今年度も無事途切れさせることなく開催出来ましたのは、
ひとえに関係各位のご協力の賜と、主催者一同心より御礼を申し上げます。

ⅡⅡⅡⅡ．．．．開催要項開催要項開催要項開催要項

名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第３５回 北海道 技術・ビジネス交流会」

テーマ／持続可能な未来創造に向けて～新たな北海道ステージの扉を開く～

会 期／２０２１年１１月１１日（木）～１２日（金）＜２日間＞

◆１１日（木） １０：００～１７：３０（開会式９：３０～）

◆１２日（金） ９：３０～１７：００

会 場／アクセスサッポロ（札幌流通総合会館） 札幌市白石区流通センター４丁目３番５５号

目標入場者数／２０，０００名（WEB＋オンライン）

入場料／無料

主 催／北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会

【構成】

経済産業省北海道経済産業局、北海道、札幌市、北海道経済連合会、一般社団法人北海道商工会議所連合会、

北海道商工会連合会、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、一般社団法人北海道機械工業会、

札幌商工会議所、一般社団法人北海道中小企業家同友会、

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）

協 賛／エア・ウォーター㈱、㈱エコニクス、ＳＭＢＣ日興証券㈱札幌支店、㈱神戸製鋼所北海道支店、電制コムテック㈱、

㈱東芝北海道支社、トヨタ自動車北海道㈱、日本管財㈱北海道支店、㈱日本政策投資銀行北海道支店、

日本電気㈱北海道支社、日本ユニシス㈱北海道支店、㈱日立製作所北海道支社、富士通㈱、富士電機㈱北海道支社、

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱北海道支社、北電興業㈱、ほくでんサービス㈱、ほくでん情報テクノロジー㈱、

㈱北洋銀行、北海電気工事㈱、北海道ガス㈱、㈱北海道銀行、北海道クリエイティブ㈱、北海道総合通信網㈱、

一般財団法人北海道電気保安協会、北海道電力㈱、北海道パワーエンジニアリング㈱、三井物産㈱北海道支社、

三菱重工業㈱北海道支社、三菱商事㈱北海道支社、三菱電機㈱北海道支社

後 援／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、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、（独）中小企業基盤整備機構北海道本部、

一般社団法人日本航空宇宙学会北部支部、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、北海道中小企業団体中央会、

電気新聞 北海道支局、日刊工業新聞社札幌支局、日本経済新聞社札幌支社、北海道新聞社、

ＮＨＫ札幌放送局、ＨＢＣ、ＳＴＶ札幌テレビ放送、ＨＴＢ、ＵＨＢ、ＴＶｈ

ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 開催結果の概要
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構 成／【展示会】

・総合展示会

・同時開催（７事業）

『令和３年度 ｢北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展』

『令和３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2021』 『札幌商工会議所ものづくりコーナー』

『北のITシーズフェア2021』 『スマートエネルギーフォーラム2021』

『共創空間！Digital innovation 2021』
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．ビジネスセミナービジネスセミナービジネスセミナービジネスセミナー

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 開催結果の概要
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．2021202120212021年の取組み年の取組み年の取組み年の取組み

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 開催結果の概要

①新型コロナウイルス感染症対策①新型コロナウイルス感染症対策①新型コロナウイルス感染症対策①新型コロナウイルス感染症対策
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開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 開催結果の概要

②②②②SDGsSDGsSDGsSDGs・未来創造ゾーン新設・未来創造ゾーン新設・未来創造ゾーン新設・未来創造ゾーン新設

SDGsの達成や脱炭素社会の実現など、未来に向けた技術や製品を紹介しました。

ウィズアフターコロナの新た

な北海道の未来に向けた

商品・サービス取扱企業様
が２１社２１社２１社２１社出展しました！
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．会期中の実績会期中の実績会期中の実績会期中の実績

１．出展規模１．出展規模１．出展規模１．出展規模

２２２２．入場者数．入場者数．入場者数．入場者数

３３３３．商談件数．商談件数．商談件数．商談件数 (※(※(※(※アンケート回答結果によるアンケート回答結果によるアンケート回答結果によるアンケート回答結果による))))

企 業 大学・試験

研究機関 合合合合 計計計計
道内 道外

出展者数（社・機関） 206 52 19 ２７７２７７２７７２７７ 社・機関社・機関社・機関社・機関

出展小間数 259 13 ２７２２７２２７２２７２ 小間小間小間小間

月 日 来場者数（名） WEB閲覧者数（名）

１１月１１日（木） ９，６９１ 名 ４，５２９名

１１月１２日（金） １０，４８９ 名 ３，５３０ 名

合合合合 計計計計 ２０，１８０２０，１８０２０，１８０２０，１８０名名名名 ８，０５９８，０５９８，０５９８，０５９名名名名

総総総総 計計計計 ２８，２３９２８，２３９２８，２３９２８，２３９名名名名

開催結果の概要

内 容 件 数

一般的な相談・商談数 １０，３７１件

契約確定・見込数 ８６３件

合合合合 計計計計 １１，２３４件１１，２３４件１１，２３４件１１，２３４件

ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 開催結果の概要
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■■■■ 出展のきっかけ出展のきっかけ出展のきっかけ出展のきっかけ

募集案内期間が例年よりも短かったため、主催・所属団体か

らの案内がきっかけとなった企業が多かったようです。

■■■■ 出展の目的出展の目的出展の目的出展の目的

今年度はリアル開催の展示会が少なく、企業PRや新規顧客獲

得のために出展した企業が多かったようです。

■■■■ 出展による新たなビジネス出展による新たなビジネス出展による新たなビジネス出展による新たなビジネス

（新規顧客獲得・共同研究・新製品開発等）の創出（新規顧客獲得・共同研究・新製品開発等）の創出（新規顧客獲得・共同研究・新製品開発等）の創出（新規顧客獲得・共同研究・新製品開発等）の創出

新たなビジネスの創出が“大いに見込めそう”または“多少見込めそ

う”と感じた企業は81％となっています。

出展者アンケート結果

ⅥⅥⅥⅥ．．．．出展者アンケート結果出展者アンケート結果出展者アンケート結果出展者アンケート結果

■■■■ 今後の出展意向今後の出展意向今後の出展意向今後の出展意向

毎年または隔年ならば出展したいと感じた企業は全体の70％

となっています。「感染症の流行状況次第」など、その他を選

択した企業は全体の28％となりました。

■■■■ 事務局の感染症対策事務局の感染症対策事務局の感染症対策事務局の感染症対策

関係各所のご協力もあり、感染発生ゼロを達成することが出来

ました。

■■■■ 出展者独自で行った主な感染症対策出展者独自で行った主な感染症対策出展者独自で行った主な感染症対策出展者独自で行った主な感染症対策

出展者の皆さまには、感染症対策への多大なご協力をい

ただきました。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 出展者アンケート結果

14%

16%

17%

24%

29%

知人・取引先から聞いた

広告

主催団体等からのメルマガ

主催団体等からの電話

その他（所属団体より案内等）

入場人数制限の実施

アクリル板、フィルムなどを設置

検温

その他

消毒液の設置

3%

7%

9%

16%

18%

20%

27%

その他

特定製品の売り込み

市場ニーズ等の情報収集

販路の新規開拓、拡⼤

新技術・新製品のPR

新規顧客獲得

企業のPR

全く⾒込めない

1％
⼤いに⾒込めそう

11％

多少⾒込めそう

70％

あまり⾒込めない

18％

毎年でも出展

したい

61％

その他（検討中など）

28％

隔年ならば出展

したい

9％

今後は出展

しない

2％

対応は適切といえる

86％

対応は過度

である

5％対応は不⾜

していた

4％

その他

5％
135社

15社

13社

9社

8社
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■■■■ 出展者からみた来場者数（コロナ禍において）出展者からみた来場者数（コロナ禍において）出展者からみた来場者数（コロナ禍において）出展者からみた来場者数（コロナ禍において） ■■■■ イベントの企画・開催についてイベントの企画・開催についてイベントの企画・開催についてイベントの企画・開催について

“北海道の技術・産業振興にとって有意義なこと”

と93％の方が評価しています。

出展者アンケート結果

コロナ禍ではあったが、集客が多く活気があり、出展の意義

を感じられた出展者が多かったようです。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート結果開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 出展者アンケート結果

少なかった

6％

多かった

31％
ちょうどよかった

63％

わからない

7％

北海道の技術・産業振興に

とって有意義なことだと思う

93％
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出展者アンケート結果

出展者様からのご意見・ご要望出展者様からのご意見・ご要望出展者様からのご意見・ご要望出展者様からのご意見・ご要望（（（（※※※※一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋）

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート結果開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 出展者アンケート結果

＜良かった点＞＜良かった点＞＜良かった点＞＜良かった点＞------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・ 北海道最大規模のイベントだけに、このご時世においても非常に多くの方々が来場されたと感じております。

・ 多くの方々と接点を持つことが出来た事。

・ コロナ禍での開催でしたが、入場の手続きなど含めて混乱もなく、スムーズに参加することができました。

・ 各種感染対策を入念に講じられていた事。準備・運営上の不明点の問合わせ等ついても丁寧に教えて頂けること。

・ 昨年から大きく変わった公式ホームページが良かった。企業一覧も見やすい・検索し易いものでした。

・ LINEによる入退館管理システムは、事前の登録、当日の入退館登録ともに簡単で、非常に便利だと感じた。

・ 予想以上に来場者は多かった。過去に様々な展示会に出展しているが最も感染対策がしっかりしている展示会だった。

・ コロナ禍で大規模イベントが開催されない状況下で適切な感染対策のもと開催され、コロナ以前水準の来場者数があったこと。

・ 会場内で事務局スタッフの目配りと気配りがあり、対応が大変良かったと思います。

・ 商談件数が前年比2倍になった。

・ 会場設営時の電源工事時間などはスムーズであり良かった。

・ マッチングイベントでの顧客紹介は具体的な顧客ニーズが引き出せるため非常に効果的で良かった。

・ 今迄はビジネス目的とは思えない、明らかにノヴェルティ目当てで来る一般客がいたが今年は少なく感じた。

・ 開催のPRがよくされていた。

・ コロナ禍ではWEB主体であったが、実地での開催はお客様とのコンタクトが活発に行えるため有効と感じた。

＜＜＜＜悪かった点＞悪かった点＞悪かった点＞悪かった点＞------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・ 休憩スペースが少し分かりにくかったです。また立ちっぱなしなので、もう少しゆったりと休める空間があれば良いかな

と感じました。

・ 搬入・搬出の混雑。

・ 出展者への説明のタイミングがもう少し早いとありがたいです。

・ お客様が入場にとても時間がかかったとおっしゃっていた。

＜改＜改＜改＜改 善善善善 点＞点＞点＞点＞--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・ ビジネスセミナーは事前登録制ですが、空席がある場合、当日受付も可能にしていただけると参加しやすいと思います。

※当日の空席状況をホール等で表示いただけるとありがたいです。

・ 談話している方が多く、時間帯によっては渋滞していた通路があったので、アナウンスによる呼びかけ等で緩和させる。

・ 搬入撤収の混雑を改善してください。

・ 座る場所が少なく、昼食後に座って休憩できる場所がなかったので、休憩場所を増やしてほしいです。

・ 出展の打診をもう少し拡大してみてもいいのではないかなと思います。
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総合展示会らしく多業種の来場がありました。

■■■■ 職種職種職種職種

■■■■ 役職役職役職役職

ⅦⅦⅦⅦ．．．．来場者アンケート結果来場者アンケート結果来場者アンケート結果来場者アンケート結果

来場者アンケート結果

■■■■ 年齢年齢年齢年齢

■■■■ 居住地（会社所在地）居住地（会社所在地）居住地（会社所在地）居住地（会社所在地） ■■■■ 来場目的来場目的来場目的来場目的

■■■■ 業種業種業種業種

営業職の方の来場が全体の42％となっています。

様々な役職の方にご来場いただいております。 感染症流行の影響から、例年に比べ10代の来場の割

合が少なくなっています。

感染症流行が札幌圏外の来場者数にも大きく影響を及

ぼしています。

毎年「道内初」展示の場としてビジネスEXPOを活用し

てくださる企業が多く、新製品・新技術を求めて来場さ

れる方の割合が多くなっています。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 来場者アンケート結果開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 来場者アンケート結果

研究

企画

その他

事務

管理

技術

営業

就職情報入手

その他

同時開催の観覧

セミナー聴講

新技術開発・技術⼒強化

⾃社製品の販路開拓・営業

異業種企業との交流

新製品の情報収集

5%
7%
7%
8%
8%

11%
12%
13%
14%

農業・酪農業
学生

学校関係
鉄鋼・⾦属製造

食品産業
機械製造

一般
情報・通信
その他製造

官公庁、諸団体
電気・電子製造
その他サービス業

建設業
サービス業
卸小売

5％
2％

2％
2％

2％
2％

42％

14％

14％

12％

9％

7％

2％

学生

2％

経営者

17％

部⻑等

18％

課⻑等

20％

係⻑

9％

一般

33％

教員

1％

10代

1％

20代

11％

30代

14％

40代

24％

50代

27％

60代

16％

70代以上

7％

道外・海外

2％

道北

2％
道東

2％道南

2％

道央

（札幌以外）

12％

札幌

80％

43％

18％

15％

11％

5％

4％

2％

2％
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■■■■ 来場のきっかけとなった広告来場のきっかけとなった広告来場のきっかけとなった広告来場のきっかけとなった広告■■■■ 来場するきっかけ来場するきっかけ来場するきっかけ来場するきっかけ
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■■■■ ビジネスＥＸＰＯで得た情報の役立て方ビジネスＥＸＰＯで得た情報の役立て方ビジネスＥＸＰＯで得た情報の役立て方ビジネスＥＸＰＯで得た情報の役立て方

“技術力強化、新技術・新製品開発”や“販路の開拓、拡大”に

活かせる情報を来場された方は求めています。

■■■■ イベントの企画・開催についてイベントの企画・開催についてイベントの企画・開催についてイベントの企画・開催について

コロナ禍での開催でしたが、98.5％の方がイベントの開

催は有意義だと回答くださいました。

広告を見て来場された方が多かったようです。
北海道新聞やダイレクトメールを見てご来場いただ

いた方が多かったようです。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 来場者アンケート結果開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 来場者アンケート結果

■■■■ 公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ

（オンラインセミナー・動画付き出展企業情報）（オンラインセミナー・動画付き出展企業情報）（オンラインセミナー・動画付き出展企業情報）（オンラインセミナー・動画付き出展企業情報）

とても良かったまたは良かったと回答いただいた方が

99％で高評価をいただきました。

■■■■ SDGSDGSDGSDGｓ・未来創造ゾーン（ｓ・未来創造ゾーン（ｓ・未来創造ゾーン（ｓ・未来創造ゾーン（新設）について新設）について新設）について新設）について

時流に沿った展示となり、マスコミをはじめ、沢山の

方にご注目いただきました。

人材確保

その他

マーケティング

異業種交流

販路開拓、拡⼤

技術⼒強化、新技術・新製品開発 39％

25％

18％

11％

4％

3％

Facebook広告
Google広告
Yahoo広告

地下鉄駅ポスター
Facebook等のSNS

日本経済新聞
ホームページ
招待状DM
北海道新聞

その他 25％

24％

22％

17％

4％

3％

2％

2％

1％

0％

意義はない

と思う

0.4％

わからない

1.1％

有意義なこと

だと思う

98.5％

主催団体から

の案内

18％

関係機関からの案内

12％

出展者から

の案内

18％

人から聞いた

14％

広告

38％

とても良かった

23.6％

良くなかった

0.7％

良かった

75.7％

どちらともいえない

0.0％

とても良かった

32％

良かった

67％

良くなかった

1％

どちらともいえない

0％
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■■■■ 次回の来場について次回の来場について次回の来場について次回の来場について
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■■■■ 展示会場内の感染症対策について展示会場内の感染症対策について展示会場内の感染症対策について展示会場内の感染症対策について

万全であったまたは十分であったと回答いただいた方は

全体の85％でした。

94％の方が次回も来場したいと回答！

来場者様からのご意見・ご要望来場者様からのご意見・ご要望来場者様からのご意見・ご要望来場者様からのご意見・ご要望（（（（※※※※一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋）一部抜粋）

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 来場者アンケート結果開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 来場者アンケート結果

・初めてでしたが有意義な体験でした。

・ビジネスセミナーとても良かったです。講談内容、トーク、演舞演奏。

・北海道の食品企業の出展増加を希望。

・少し人混みが気になりました。昨年よりも充実して過ごす事ができる有意義な時間でした。

・パネル等だけでなく実機やモックなど具体的な物があるとより良いと思います。

・開催出来た事自体がとても良かったと感じました。来年も期待しています。

・皆さん親切な対応で良かったです。

・オンラインセミナー等は業者をいれて聞き易くすべき。オンライン対応のセミナーは聞きづらかっ

た。

・北海道で製品を作るものづくり系もあれば、また参加したい。

・情報収集ができました。ありがとうございます！

・会場がもっと大きい施設だと良い。

・限られた時間の中でのセミナープログラムにはとても感動致しました。次回も開催がありましたら、

是非参加したいと思っております。本日はありがとうございました。

・オンラインは今は良いが、やはり生で見た方が良い。

・開催会社が多くて、充実した内容だった。

・大変貴重かつ意義深い機会でした。運営陣の皆様ありがとうございました。

・もう少しIT関係が出展してほしい。

・非常に勉強になりました。また次回参加したいです。

不⼗分であった

1％

万全であった

25％

十分であった

60％

どちらとも

いえない

14％

わからない

6％
来場しない

0％

来場したい

94％



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

12

２日間に亘り「産・学・官・金」連携による人と物と情報の交流ステージを繰り広げたビジネ

スＥＸＰＯ「第３５回 北海道 技術･ビジネス交流会」は、多くの方々から大変有意義な企画と

評価をいただき、盛況のうちに閉会することが出来ました。

アンケートでは、数々の貴重なご意見をいただくとともに、展示会の意義として来場者並び

に出展者の皆様からは継続実施と、さらなる充実に大きな期待が寄せられました。

最後にご参加いただきました皆様方をはじめ、ご支援・ご協力を賜りました関係者各位に対

しまして心から厚くお礼申し上げます。

むすび

ⅧⅧⅧⅧ．．．．むすびむすびむすびむすび

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ むすび開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ むすび
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＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞

●展示会の様子（写真）

●広報/宣伝制作物一覧

●新聞掲載記事等

●「会場のご案内」パンフレット

●次回、第３６回ビジネスＥＸＰＯ開催日程のお知らせ

13

＜参考資料＞ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 参考資料開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 参考資料
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展示会の様子

～展示会の様子～

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 展示会の様子開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 展示会の様子



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

15

広報/宣伝制作物一覧

●北海道新聞(札幌本社版)
掲載日：10/17（日）

～新聞広告～

※サイズ：全5段/モノクロ

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧

●日本経済新聞（北海道版）
掲載日：7/1（木） 7/13（火）

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 広報/宣伝制作物一覧

※サイズ：半5段/モノクロ

●日本経済新聞(全国版)
掲載日：10/7（木）

※サイズ：全2段/モノクロ



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

16

広報/宣伝制作物一覧

～新聞広告～

※サイズ：全5段/モノクロ

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 広報/宣伝制作物一覧

●北海道新聞（札幌本社版）
掲載日：10/31（日） 11/8（月）

●日本経済新聞（北海道版）
掲載日：11/2（火）

●北海道新聞(札幌本社版)
掲載日：10/25（月）

※サイズ：全5段/モノクロ



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

17

新聞掲載記事等

～ＷＥＢ広告～

●●●●2021年年年年11/5（金）～（金）～（金）～（金）～11/9（火）（火）（火）（火） Facebook / Yahoo! / Google

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 広報/宣伝制作物一覧
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広報/宣伝制作物一覧

※Ａ２サイズ

●地下鉄駅貼ポスター

●公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ
（https://www.facebook.com/hokkaido.businessexpo）

●公式ホームページ （https://www.business-expo.jp）

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 広報/宣伝制作物一覧

●公式YouTubeチャンネル
（https://www.youtube.com/channel/UCGiQ7664YtunVHHoBBYAOnQ/videos ）
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広報/宣伝制作物一覧

●「出展のご案内」パンフレット

●「ご招待状」パンフレット

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 広報/制作物一覧
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新聞掲載記事等

～新聞掲載記事等～

▼2021年7月7日 日刊工業新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等

▼2021年10月8日 電気新聞

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 新聞掲載記事等

▼2021年7月28日 北海道新聞
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▼2018年10月26日 日刊工業新聞
開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 新聞掲載記事等

▼2021年11月5日 日本経済新聞 ＜オンライン＞

▼2021年10月28日 電気新聞
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▼2018年10月26日 日刊工業新聞
開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 新聞掲載記事等

▼2021年11月17日 北海道建設新聞

▼2021年11月9日 日本経済新聞
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▼2018年10月26日 日刊工業新聞
開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 新聞掲載記事等

▼じゃらんnet

▼2021年11月28日 産経新聞
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新聞掲載記事等

～雑誌掲載記事等～

▼▼▼▼2021年年年年11月月月月1日日日日 農家の友農家の友農家の友農家の友 ＜＜＜＜11月号＞月号＞月号＞月号＞

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 雑誌掲載記事等
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新聞掲載記事等

～雑誌掲載記事等～
▼▼▼▼2022年年年年2月月月月1日日日日 農家の友農家の友農家の友農家の友 ＜＜＜＜2月号＞月号＞月号＞月号＞

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 雑誌掲載記事等
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「会場のご案内」パンフレットビジネスＥＸＰＯ２０１８ 「会場のご案内」パンフレット開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 「会場のご案内」パンフレット
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「会場のご案内」パンフレットビジネスＥＸＰＯ２０１８ 「会場のご案内」パンフレット開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 「会場のご案内」パンフレット
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「会場のご案内」パンフレットビジネスＥＸＰＯ２０１８ 「会場のご案内」パンフレット開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１ 「会場のご案内」パンフレット
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『『『『第３６回第３６回第３６回第３６回 北海道北海道北海道北海道 技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会』』』』

２０２２年２０２２年２０２２年２０２２年１１月１１月１１月１１月１０日１０日１０日１０日（木）～（木）～（木）～（木）～１１１１１１１１日（日（日（日（金）金）金）金）

＜会場：アクセスサッポロ＞＜会場：アクセスサッポロ＞＜会場：アクセスサッポロ＞＜会場：アクセスサッポロ＞

※※※※お申込開始は、５月中旬（ＨＰ）からを予定しております。お申込開始は、５月中旬（ＨＰ）からを予定しております。お申込開始は、５月中旬（ＨＰ）からを予定しております。お申込開始は、５月中旬（ＨＰ）からを予定しております。

＜お問合せ先＞＜お問合せ先＞＜お問合せ先＞＜お問合せ先＞

北海道北海道北海道北海道 技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会技術・ビジネス交流会 実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会 事務局事務局事務局事務局
〒〒〒〒001001001001----0021002100210021

札幌市北区北札幌市北区北札幌市北区北札幌市北区北21212121条西条西条西条西12121212丁目ｺﾗﾎﾞほっかいどう丁目ｺﾗﾎﾞほっかいどう丁目ｺﾗﾎﾞほっかいどう丁目ｺﾗﾎﾞほっかいどう （公財）北海道科学技術総合振興ｾﾝﾀｰ内（公財）北海道科学技術総合振興ｾﾝﾀｰ内（公財）北海道科学技術総合振興ｾﾝﾀｰ内（公財）北海道科学技術総合振興ｾﾝﾀｰ内

TELTELTELTEL：：：：011011011011----716716716716----9150915091509150 FAXFAXFAXFAX：：：：011011011011----708708708708----6529652965296529

次回開催案内次回開催案内次回開催案内次回開催案内

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２１


