
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会

ビジネスEXPO「第32回 北海道技術・ビジネス交流会」
＜開催結果の概要＞



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

Ⅰ．開催趣旨

「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。

「第３２回 北海道 技術・ビジネス交流会」は、『アイディアを創造し、未来へ発信する。』をキーワードに、地域に
おける研究開発製品やノウハウを「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」、新設「先端技術」の各展示ゾーンで一堂に会して実施します。

今回の開催では、３５７社・機関の出展と、２日間で合計２１，２００名の方々にご来場いただき、まさに北海道最
大級のビジネスイベントになっています。

Ⅱ．開催要項

名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第３２回 北海道 技術・ビジネス交流会」

テーマ／アイディアを創造し、未来へ発信する。

会 期／２０１８年１１月８日（木）～９日（金）＜２日間＞

◆８日（木） １０：００～１７：３０（開会式９：３０～）

◆９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 TEL 011-865-5811

目標入場者数／２０，０００名

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、(株)神戸製鋼所北海道支店、㈱電制、

㈱桐光クリエイティブ、東芝エネルギーシステムズ(株)北海道支社、東洋農機㈱、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、富士ゼロックス北海道㈱、富士通㈱、

富士電機㈱北海道支社、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、北海道計器工業㈱、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、ＳＴＶ札幌テレビ放送、ＴＶｈ、ＨＴＢ、ＵＨＢ、ＨＢＣ

1

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 開催結果の概要



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

2

構 成／【展示会】

・総合展示会

・同時開催（10事業）

『平成30年度 ｢北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展』

『平成30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2018』 『札幌商工会議所ものづくりフェア2018』

『北のITシーズフェア2018』 『ものづくり補助金 成果事例発表会』

『ロボット・ＩｏＴワールド2018』 『スマート農商工連携＠ビジネスＥＸＰＯ』

『機能性「素材・食品・化粧品」ビジネスマッチング in 札幌 2018』

『平成30年度「北海道ベンチャーシーズプレゼン会』

Ⅲ．ビジネスセミナー

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 開催結果の概要
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Ⅳ．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） 313 29 15 ３５７ 社・機関

出展小間数 246 25 18 ２８９ 小間

屋 外（㎡） 844 20 0 ８６４ ㎡

月 日 入 場 者 数

１１月８日（木） ９，９８８ 名

１１月９日（金） １１，２１２ 名

合 計 ２１，２００名

開催結果の概要

内 容 件 数

一般的な相談・商談数 ４，４２５件

契約確定・見込数 ５９６ 件

合 計 ５，０２１件

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 開催結果の概要
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【１】ビジネスＥＸＰＯの開催を何で知りましたか。 【２】「出展者のご案内」パンフレットの内容はいかがでしたか。

【３】「ご招待状」パンフレットの内容はいかがでしたか。

出展者アンケート結果

Ⅴ．出展者アンケート結果

【４】「出展者ガイドブック」は今後も作成すべきと考えますか。

【５】ビジネスＥＸＰＯにどの様な目的で出展参加されましたか。 【６】会期中の入場者数についてはいかがでしたか。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート
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【７】新たなビジネス（新規顧客の獲得、新しい販路

の開拓・拡大、共同研究、共同開発、新分野・

新製品開発など）が見込めそうですか？

【８】ビジネスＥＸＰＯの企画について、どの様に

評価されますか。

【９】今後のビジネスＥＸＰＯの開催について、どの様に

考えますか。

出展者アンケート結果ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート結果
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＜良かった点＞

・ 多くの方々にご覧いただき新製品のとても良いプロモーションになりました。会場の設営も丁寧で事務局の

対応もとても良く、何の問題もなく会期を終えることが出来ました。

・ 学生と企業が一堂に会し、研究や製品の発表、展示する事で様々な交流と情報を得る場として、また来年も参加し

たいというお客様が増えている事。

・ 搬入・搬出の段取りは他の展示会と比較してもスムーズであった。

・ 搬入・搬出対応他運営が状況に応じたリクエストに柔軟に対応いただけたので、作業効率が大変良く、ありがたく

感じました。

・ 初めて出展しましたが、多様な業種が参加しており、目的としていた販路の新規開拓には有効と感じた。

・ 今年初めて設置された「先端技術ゾーン」によって、例年に比べてAIや機械技術の技術協力先となる企業が

多数見られた。

・ 幅広く様々な業種からご来場いただき、ビジネスチャンスに繋がる話が聞けました。

・ 昨年度を上回る来場者に恵まれ、出展者間での情報交換もできたので大変満足しています。

・ 二日目、天候がすぐれないのにもかかわらず動員力があったのは、主催者の努力だと思う。次年度も期待。

・ ただ説明するのではなく、実際に体験できたりすることができるような仕組みをとられていたのが良かったです。

・ 楽しめる企画が多くて、参加している人達も前向きになれる内容だったと思います。今後もそのように、ユニークな

企画を希望します。

・ 多数かつ様々な業種の方々に来場頂き、会社や製品・技術のPRができ、とても良かったと思います。

＜悪かった点＞

・ ロボット関連ブースのエリアが非常に狭く、次回以降は検討していただきたい。

・ 総合受付の人数が少なかったように感じます。帰る方へのアンケートは項目を少し減らして、文字を大きくする等

の工夫が必要かと思いました。

・ 昨年度と比較して食品系の出展が少なく、商品販売も少なかったことが残念に思いました。

・ 休憩場所が少なかった。

＜改 善 点

・ これだけの来場者数を集められるのであれば、３日間開催した方が良いと思う。

・ ロボット関連ブースの拡張。

・ 大谷地駅からのバス並び場所に戸惑いを感じわかりずらかったのでもっと目立つようになると良い。

・ 会場内に商談スペースを複数設けて欲しいです。

6

出展者アンケート結果ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート結果
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【２】ビジネスＥＸＰＯの企画について、どの様に

評価されますか。

【３】「会場のご案内」パンフレットの内容はいかがでしたか。

Ⅵ．来場者アンケート結果

来場者アンケート結果

【４】会期中の入場者数についてはいかがでしたか。

【５】ビジネスＥＸＰＯに、どの様な目的をもってこられましたか。 【６】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。

【１】ビジネスＥＸＰＯの開催を何で知りましたか。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 来場者アンケート結果
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【10】次回もご来場されますか。【９】貴方の職種は何ですか。

8

【７】ビジネスＥＸＰＯにおいて得られた情報（成果）を、

「企業戦略」のどの様な点に役立てますか。

【８】貴方の勤務先の業種は何ですか。

・大変刺激になります。AIなどの先端的な取り組みもあり、全体的に熱心さが伝わってきます。今後共続

けられたい。

・とても楽しかったです。異業種の方と交流でき、知識の幅が広がりました。

・体験コーナーは面白いので増やしてほしい。セミナーは非常に参考になりました。ありがとうございまし

た。

・非常に良いビジネスイベントとして、今後の発展を期待しております。

・よりたくさんの企業が、参加するよう期待しています。セミナーについても、また素晴らしいゲストを期待

しています。

・年々内容が充実しているように感じました。いろいろな工夫が生きています。主催者の努力に感謝致し

ます。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 来場者アンケート結果
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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３２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、来場者並びに出展者の皆様から

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

Ⅶ．むすび

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 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３３回ビジネスＥＸＰＯ開催日程のお知らせ

＜参考資料＞ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 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
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広報/宣伝制作物一覧

●北海道新聞(札幌本社版)
掲載日：10/21（日）

●日本経済新聞(北海道版)
掲載日：11/6（火）

～新聞広告～

●北海道新聞(札幌本社版)  掲載日：11/4（日）
※サイズ：半5段/モノクロ

※サイズ：全5段/カラー

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧

●日本経済新聞(雑報）
掲載日：7/3（火）

7/5（木）
7/10（火）
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広報/宣伝制作物一覧

●地下鉄 中吊り 全線
掲出期間：11/1（木）～11/7（水）
掲出枚数：440枚

●ＪＲ中吊り 札幌近郊
掲出期間：11/2（金）～11/7（水）
掲出枚数：350枚

●ＪＲ 駅貼りポスター
掲出期間：11/1（木）～11/7（水）
掲出枚数：35枚

※Ａ１サイズ

※Ｂ３サイズ

～地下鉄・ＪＲ 中吊・駅貼ポスター～

●「出展者ガイドブック」

※92頁

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

●公式ホームページ （http://business-expo.jp）

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧

～地下歩行空間 壁面広告～

※サイズ：H2.06㍍×W14.56㍍

●札幌市地下歩行空間 掲出期間：10/22（月）～11/4（日）
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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

※表面

※裏面

※表面

※裏面

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧
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新聞掲載記事等

～新聞掲載記事等～
▼2018年11月9日 日本経済新聞 ▼2018年11月9日 北海道新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等

▼2018年10月26日 まんまる新聞
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新聞掲載記事等

▼2019年2月号 開発こうほう

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等

▼2018年10月26日 日刊工業新聞

▼2018年11月9日 室蘭民報



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

17

「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
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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
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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
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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
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２０１９年１１月７日（木）～８日（金）

＜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

ビジネスＥＸＰＯ２０１８


