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Ⅰ．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３６回ビジネスEXPOにつき
ましては、『イノベーション創造北海道～ＳＤＧｓ×デジタル新時代～』をテーマに、「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。

３１５社・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」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３２，９４３名（リア
ル来場者数２３，８５７名・WEB閲覧者数９，０８６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。

Ⅱ．開催要項

名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第３６回 北海道 技術・ビジネス交流会」

テーマ／イノベーション創造北海道～ＳＤＧｓ×デジタル新時代～

会 期／２０２２年１１月１０日（木）～１１日（金）＜２日間＞

◆１０日（木） １０：００～１７：３０（開会式９：３０～）

◆１１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（リアル＋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、

㈱日立製作所北海道支社、BIPROGY㈱、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ＥＸＰＯ２０２２ 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（８事業）

『令和４年度 ｢北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展』

『令和４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2022』 『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2022』 『スマートエネルギーフォーラム2022』

『実践・体験DX（デジタルトランスフォーメーション）！』

『FOOD FACTORY～食×ロボット機械の創造領域～』
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Ⅲ．ビジネスセミナー

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 開催結果の概要
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Ⅳ．2022年の取組み

開催結果の概要

①新型コロナウイルス感染症対策

3

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 開催結果の概要

②ＤＸをテーマとした特別企画ゾーン新設

実践・体験ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション！）

ビジネスEXPOで提唱するデジタル新時代に呼応し、北海道においてデジタルを活用する先進的な事例をご紹介しました。

食×ものづくりマッチング FOOD FACTORY ～食×ロボット・機械の創造領域～

道内ものづくり企業が提供するロボット、IoTシステムや省力化・省人化機器をご紹介・展示しました。

今年度も、「新北海道スタイル」に則り、新型コロナウイルス感染症への対策を講じて開催しました。

東日本電信電話㈱北海道事業部、㈱HBA、
ほくでんグループ（北海道電力㈱、北海道総合通信網㈱、ほくでん情報テクノロジー㈱）

出展企業

㈱ASCe、㈱安西製作所、新栄クリエイト㈱、太平電気㈱、㈱ニッコー、北海道イシダ㈱、
㈱ロボットシステムズ、旭川機械工業㈱、㈱コンテック、㈱サン工機フードテクノ、
㈱ハイテックシステム、フーテックサービス㈱、モリタ㈱

出展企業
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開催結果の概要

③SDGs・未来創造ゾーン

持続可能な社会の実現に向け、経済価値と社会価値の創出を同時に叶える技術・製品・サービスを紹介しました。

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 開催結果の概要

北海道の未来に向けた技術や
製品・サービス取扱企業様が

１６社出展しました！

出展内容

出展企業

㈱エムシーワールド、㈱カネカ、㈱シイエヌエス北海道、ゼロカーボン北海道、㈱ゼンリン、
東芝ライテック㈱、東邦シートフレーム㈱、トーホー工業㈱、㈱ドリームベース、
北海道医療福祉産業研究会、NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター、
北海道コカ・コーラボトリング㈱、国立大学法人北海道大学、北海道電力㈱、
㈱宮田自動車商会、㈱モリサワ札幌営業所
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Ⅴ．会期中の実績

１．出展規模

２．入場者数

３．商談件数 (※アンケート回答結果による)

企 業 大学・試験
研究機関 合 計

道内 道外

出展者数（社・機関） 256 39 20 ３１５ 社・機関

出展小間数 278 13 ２９１ 小間

月 日 来場者数（名） WEB閲覧者数（名）

１１月１０日（木） １２，６６４ 名 ５，７０９ 名

１１月１１日（金） １１，１９３ 名 ３，３７７ 名

合 計 ２３，８５７名 ９，０８６名

総 計 ３２，９４３名

開催結果の概要

内 容 件 数

一般的な相談・商談数 ９，５０５ 件

契約確定・見込数 ８５４ 件

合 計 １０，３５９ 件

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 開催結果の概要
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■ 出展のきっかけ

募集開始後早々に満杯となったため、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

今年度は道内での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

（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80％となっています。

Ⅵ．出展者アンケート結果

■ 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80％
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20％となりました。

■ 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ＥＸＰＯ２０２２ 出展者アンケート結果

13%

17%

19%

23%

28%

知人・取引先から聞いた

主催団体等からのメルマガ

広告

主催団体等からの電話

その他（所属団体より案内等）

2%
8%

10%
16%
16%

20%
28%

その他
市場ニーズ等の情報収集

特定製品の売り込み
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

大いに見込
めそう

12%

多少見込めそう

68%

あまり見込めない

20%

毎年でも出展
したい

65%

隔年ならば出
展したい

15%

今後は出展しない
1%

その他（検討中など）

19%

対策は過度
である

5%

対策は適切といえる

92%

対策は不足
していた

2%

その他

1%

4 社

3 社

15 社

8 社

131 社

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
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■ 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

“北海道の技術・産業振興にとって有意義なこと”
と95％の方が評価しています。

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ＥＸＰＯ２０２２ 出展者アンケート結果

少なかった

8%

多かった

30%
ちょうどよかった

62%

北海道の技術・産業振興に
とって有意義なことだと思う

95%

わからない

5%
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出展者様からのご意見・ご要望（※一部抜粋）

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

・ 来場者が多く、商談に繋がる企業の割合も例年より多かった。ビジネスEXPOの過去出展の中では最も効果が高かった。

・ 多くの業種の方が来場され、販路拡大以外でも良い情報交換の場となった。

・ LINE入退館管理システムや検温チェックが簡便でスムーズな入退場が出来たこと。

・ 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。

・ 今年は東京や大阪からの来場があり、活気に溢れていたように感じた。

・ 重要リードの顧客情報・案件情報を獲得できた。

・ テーマ、分野ごとにゾーンが分かれており、わかりやすい。学生が比較的多く訪問があったこと。

・ コロナの影響で集客イベントがまだ開催を控えられている状況下で実施され、感染対策も取られていたこと。

・ 展示会場入場時の感染症対策が適切に行われていたことで、安心してブース対応ができた。

・ 本展示会の北海道内での知名度は高いと感じた。

・ 搬入・搬出など、時間が区切られていたおかげでスムーズに行うことができた。

・ 来場者数がコロナ禍前の勢いが戻ってきている様子で良かった。

・ 大谷地駅からのシャトルバスが適宜、運行されていて利用しやすかった。

・ 大盛況だったこと（ビジネスEXPOの認知度が年々高まっているように思える）。

・ 事務局の問合せに対する対応、設営・撤収作業が迅速で良かった。

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

・ 会場内の人が多く、座る所が全然なかったので、少しの時間でも座って休憩できる場所が欲しかった。

・ 感染症対策を徹底していることもあり、一般の方の入退場に時間がかかる印象がありました（特に開始直後）。

・ 出入口が１箇所で不便でした。

・ 搬入・搬出が混み合う。

・ 館内案内の音量が大きくて来客の声が聞こえづらかった。

＜改 善 点＞-------------------------------------------------------

・ 出展者アンケートはWEBで入力になると良いです。

・ オンライン活用や北海道のビジネス活性化の観点から、道外メディア・企業等への広報も拡充した方が良いと思う。

・ 休憩スペースの増設を検討して頂きたい。

・ 来客の業種をもうちょっと詳細に把握できようにしていただきたい。金融・建設・IT・不動産・自動車・食料品関係など。

・ 入退館用の用紙をこちらで持参し、必要事項を記入後受付に提出する方がスムーズだと思う。

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 出展者アンケート結果
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2%

6%

8%

13%

15%

16%

40%

研究

企画

その他

事務

管理

技術

営業
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■ 職種

■ 役職

Ⅶ．来場者アンケート結果

■ 年齢

■ 居住地（会社所在地） ■ 来場目的

営業職の方の来場が全体の40％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ＥＸＰＯ２０２２ 来場者アンケート結果

経営者
13%

部長等
17%

課長等
19%

係長
9%

一般
34%

教員
1%

学生
7%

10代
4%

20代
13%

30代
14%

40代
21%

50代
27%

60代
15%

70代以上
6%

札幌
80%

道央
（札幌以外）
12%

道南
3%

道東
1%

道北
2%

道外・海外
2%

2%
2%
2%

3%
4%

5%
5%

6%
6%

8%
9%
9%

12%
12%

15%

農業・酪農業
学校関係

鉄鋼・金属製造
食品産業
機械製造

一般
その他製造

学生
官公庁、諸団体
その他サービス

電気・電子製造
情報・通信
建設業

サービス業
卸小売

総合展示会らしく多業種の来場がありました。

■ 業種

2%
3%

5%
5%

12%
14%
17%

42%

その他
同時開催の観覧

セミナー聴講
就職情報入手

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
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1%
1%

2%
3%
4%
4%

15%
21%

24%
25%

Facebook広告
Google広告

Facebook等のSNS
Yahoo広告

日本経済新聞
地下鉄駅ポスター

ホームページ
その他

北海道新聞
招待状DM

■ 来場のきっかけとなった広告■ 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

“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

コロナ禍での開催でしたが、98.7％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。

出展者からの案内でご来場された方が多かったようです。

■ 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）

とても良かったまたは良かったと回答いただいた方が
99.3％で高評価をいただきました。

■ SDGｓ・未来創造ゾーンについて

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。

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 来場者アンケート結果

有意義なこ
とだと思う

98.7%

意義はな
いと思う

0.5%
わからない

0.8%

とても良かった

23.6%

良かった

75.7%

どちらともいえない

0.0%
良くなかった

0.7%

とても良かった

33%

良かった

56%

どちらともいえない

11%

良くなかった

0%

4%

4%

11%

17%

24%

40%

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

出展者からの
案内

27%

主催団体から
の案内

22%
人から聞いた

20%

関係機関から
の案内

19%

広告

12%

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。
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■ 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

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81％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（※一部抜粋）

・様々な企業の技術を見られて、とても有意義な時間になった。

・道内企業の取り組みを一気に知ることが出来、お客様理解に繋がった。

・展示のみが割と多い。実演も積極的にしてほしい。

・就活に役立つ情報がたくさんあった。

・定期的に一元的に情報を得られるとても良い機会だと思います。

・大変参考になりました。ビジネスマッチングのお手伝いを是非していただきたいと思います。

・もっと広い会場での開催を希望。

・有意義な展示会なので今後も開催していただきたい。

・様々な企業・大学があり、興味深かったです。

・学生の自分にも優しく接してくれた。

・キッチハイク山本代表のセミナーがとても良かった。さすがの人選だと思う。

・HPの見取り図がみづらかった。

・今回もありがとうございました。また勉強させてもらいます。

・知らない技術などを知ることができ楽しかったです。

・実際の話が聞けて良かった。

・面白いのでまた来たいです。

・とても良かった。ありがとうございました。

・次回も参加したい。

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 来場者アンケート結果

万全であった

23%

十分であった

58%

どちらともいえない

18%

不十分であった

1%

来場したい

94%

来場しない

1%

わからない

5%
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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３６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。

Ⅷ．むすび

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ むすび
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＜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３７回ビジネスＥＸＰＯ開催日程のお知らせ
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ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 参考資料
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～展示会の様子～

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 展示会の様子
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●日本経済新聞(北海道版)
掲載日：10/18（火） 10/25（火） 11/7（月）

●北海道新聞（全道版）
掲載日：10/30（日） 11/9（水）

～新聞広告～

※サイズ：全5段/モノクロ

●北海道新聞
掲載日：10/12（水）

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 広報／宣伝制作物一覧

※サイズ：全5段/モノクロ
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～ＷＥＢ広告～

●2022年10/24（月）～11/8（火） Facebook / Yahoo! / Google

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 広報／宣伝制作物一覧
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※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）

●公式YouTubeチャンネル
（https://www.youtube.com/channel/UCGiQ7664YtunVHHoBBYAOnQ/videos ）

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 広報／宣伝制作物一覧
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●「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ＥＸＰＯ２０２２ 広報／宣伝制作物一覧



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

19

～新聞掲載記事等～

▼2022年6月21日 北海道新聞＜どうしん電子版＞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等

▼2022年6月30日 北海道新聞
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▼2022年10月30日 日本経済新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等

▼2022年11月1日 北海道新聞



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

21

▼2022年11月11日 読売新聞

▼2022年11月8日 日刊工業新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等
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▼2022年11月11日 日刊工業新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等

▼2022年11月11日 電気新聞
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▼2022年11月11日 北海道新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等

▼2022年11月15日 日刊工業新聞
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▼2022年11月24日 北海道新聞 ＜読者の声＞

ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 新聞掲載記事等

▼じゃらんnet
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ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 「会場のご案内」パンフレット
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ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 「会場のご案内」パンフレット
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ビジネスＥＸＰＯ２０２２ 「会場のご案内」パンフレット
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『第３７回 北海道 技術・ビジネス交流会』

２０２３年１１月９日（木）～１０日（金）

＜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。

＜お問合せ先＞

北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
〒001-0021

札幌市北区北21条西12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

TEL：011-716-9150 FAX：011-708-6529

次回開催案内

ビジネスＥＸＰＯ２０２２
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