
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会

ビジネスEXPO「第33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３３回 北海道 技術・ビジネス交流会」は、『新時代に挑む Ｂｕｓｉｎｅｓｓ×Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ×Ｓｕｃｃｅｓｓ』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」、「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、３３０社・機関の出展と、２日間で合計２１，７０３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３３回 北海道 技術・ビジネス交流会」

テーマ／新時代に挑む Ｂｕｓｉｎｅｓｓ×Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ×Ｓｕｃｃｅｓｓ

会 期／２０１９年１１月７日（木）～８日（金）＜２日間＞

◆７日（木） １０：００～１７：３０（開会式９：３０～）

◆８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、㈱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㈱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
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ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 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（10事業）

『令和元年度 ｢北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展』

『令和元年度 ｢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2019』 『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2019』 『ものづくり補助金 成果事例発表会』

『ロボット・ＩｏＴワールド2019』 『スマートものづくりカレッジ＠ビジネスＥＸＰＯ』

『スマートエネルギーフォーラム2019』

『ヘルスケア・イノベーション展』

Ⅲ．ビジネスセミナー

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 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） 271 45 14 ３３０ 社・機関

出展小間数 245 26 17 ２８８ 小間

屋 外（㎡） 965 0 0 ９６５ ㎡

月 日 入 場 者 数

１１月７日（木） １０，４７４ 名

１１月８日（金） １１，２２９ 名

合 計 ２１，７０３名

開催結果の概要

内 容 件 数

一般的な相談・商談数 １２，１２２件

契約確定・見込数 ２０，７７０件

合 計 ３２，８９２件

ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 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。

“主催団体からの案内”が52％、
“関係先から勧められた”が19％を占めています。

【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。

“わかりやすかった”が36％、
“ちょうどよかった”が62％となっています。

【３】「ご招待状」パンフレットの内容はいかがでしたか。

“わかりやすかった”が36％、
“ちょうどよかった”が63％となっています。

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。

“今まで通り作成する”が66％、
“簡素化して作成する”が24％となっています。

【５】ビジネスＥＸＰＯにどの様な目的で出展参加されましたか。

“販路の新規開拓、拡大”が30％、 “新技術・新製品のPR”
が24％、“企業イメージのPR”が22％、となっています。

【６】会期中の入場者数についてはいかがでしたか。

“多かった”が22％、“ちょうどよかった”が62％と
多くの方が今回の来場者数に満足されたようです。

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 出展者アンケート開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 出展者アンケート結果
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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。

“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。

【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

“毎年でも出展したい”が61％、“隔年ならば出展したい”
が13％と今後も出展希望の声が多くなっています。

“大いに見込めそう”が8％、
“多少は見込めそう”が66％となっています。

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ＥＸＰＯ２０１９ 出展者アンケート結果
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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（※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ＥＸＰＯ２０１９ 出展者アンケート結果

＜良かった点＞----------------------------------------------------------------------
・ 北海道最大の展示会としての勢いがあり、メディア、ＳＮＳ上での効果的な露出がなされている。

・ 来場者が他業種にわたるため、商談の機会が予想より多かった。また、当社製品とマッチングできそうな

技術情報を数多く得られた。

・ 多くの道内企業、支援機関やマスコミ等に対し、広く新技術等のアピールが出来たこと

・ 著名な講師のセミナーが盛りだくさんで魅力あるイベントだったと思います。

・ ビジネスマン以外に高校生や大学生などの来場も多く感じられた。魅力ある地元企業の存在を知ってもらうことが

若年就労者の確保にもつながり、人手不足解消や北海道活性化へと繋がる可能性があり、

このイベントがBtoBだけではないということが分かりました。

・ 初出展ということもあり、不明な点が数多くある中、事務局の方に非常にわかりやすく丁寧にサポートして

いただいたおかげで無事に終了することができました。

・ 鈴木北海道知事のオープニングセレモニーの参加、展示会場内を視察された事。

・ 色々な業種や立場の人とお話できたのは、普段お会いできる顧客や販売会社とは違った人達の意見が

聞けたのでよかったと思います。

・ 今回で3回目の出展でしたが、想像以上に人の入りが多く、商談・情報交換を多くでき、非常に有意義なものに

なりました。今後の販促に繋げていければと思います。

・ 来場者数が年々記録を伸ばしているは努力が伺える。

・ 出展者企業間でのさまざまな交流も予想以上にあり、非常によかったと思います。

・ 運営スタッフの対応は臨機応変でスピーディーであった。

＜悪かった点＞-----------------------------------------------------------------------
・ 出展者達の休憩スペースがあればよかった。

・ 気軽に会談できる椅子席が少なかった。

・ 来場者の属性が不明確（名札の色分けが少な過ぎ）。

・ 最終日、一部の展示で入場者が残っているにも関わらず終了前に片付け始めていた。

＜改 善 点＞-----------------------------------------------------------------------
・ 来場者の色の区分をもう少し細分化してほしい。

・ 商談スペースは別の部屋を用意するなど、完全に隔離したほうが良い。

・ 朝とイベント終了後にシャトルバスの台数を増加して欲しい。

・ 事前に来場予定の高校について、校名と時間の情報が欲しかった。
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主催団体・関係機関からの案内によるものが
45％、出展者からの案内が23％を占めています。

【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。

“北海道の技術・産業振興にとって有意義なこと”
と98％の方が評価しています。

“わかりやすかった”が38％、
“ちょうどよかった”が58％となっています。

“多かった”が51％、
“ちょうどよかった”が47％を占めています。

“新製品の情報を得るため”が39％と、多くの来場者
が何らかの目的を持って来場されています。

“総合展示会”が76％と最も多く、次に“ビジネスセ
ミナー”が13％となっています。

開催周知 開催意義

会場の
ご案内 来場者数

来場目的 成果を
得た部門

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ＥＸＰＯ２０１９ 来場者アンケート結果
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【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。

“技術力強化、新技術・新製品開発”に42％、
“販路の開拓、拡大”に24％、
“異業種交流”に14％が役立てるとしています。

【８】貴方の勤務先の業種は何ですか。

非製造関係者が49％、製造業関係が27％、
官公庁・諸団体、学校関係が8％、その他が
16％となっています。

“営業”が42％、“技術”が17％となっています。
“来場したい”が92％と、次回も来場希望
の声が多くなっています。

・説明員の方も分かりやすい説明で大変有意義でした。ありがとうございます。

・空飛ぶ6次代産業展がなくなって残念。

・時間がなくてすべてはいけませんでしたが企業様のプレゼンがとてもすばらしく、熱意を感じました。

受付、アテンド様の対応も素晴らしかったです。

・TVだけではなく生で感触と説明が得られたのが大きかった、実際に体験出来て良かった。

・ジャンルが多岐にわたっており見どころが多く楽しめました。

・３日間あってもよい、できれば土曜日を含む。

・異業種の情報収集に多いに役立ちました。

・毎度飽きる事なく来場させて頂いております。

来場者様からのご意見・ご要望（※一部抜粋）

成果の
活用方法

次回の来場職種

業種

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ＥＸＰＯ２０１９ 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３３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 むすび開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 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３４回ビジネスＥＸＰＯ開催日程のお知らせ

＜参考資料＞ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 参考資料開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 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ＥＸＰＯ２０１９ 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：10/20（日）
掲載日：10/31（木）

●日本経済新聞(北海道版)
掲載日：11/6（水）

～新聞広告～

●北海道新聞(札幌本社版)  掲載日：11/4（月・祝）
※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：6/13（木）

6/18（火）
6/25（火）

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 広報/宣伝制作物一覧
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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（金）～11/7（木）
掲出枚数：440枚

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

●ＪＲ 駅貼りポスター
掲出期間：11/1（金）～11/7（木）
掲出枚数：13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」

※93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/宣伝制作物一覧開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 広報/宣伝制作物一覧



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

14

広報/宣伝制作物一覧ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 広報/宣伝制作物一覧

～ラジオ広告～

●ＡＩＲ－Ｇ

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 広報/宣伝制作物一覧

～ＷＥＢディスプレイ広告～

●Ｇｏｏｇｌｅ・Ｙａｈｏｏ 掲載期間：10/21（月）～11/7（木）

※通常バナー

※テンプレート広告、インフィード広告

●ノースウェーブ

14

宣伝期間：11/6（水）・11/7（木）
宣伝内容：スポットＣＭ計12本、パブリシティ60秒枠1本

宣伝期間：11/6（水）・11/7（木）
宣伝内容：スポットＣＭ計10本、パブリシティ60秒枠1本



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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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/宣伝制作物一覧開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 広報/制作物一覧



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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新聞掲載記事等

～新聞掲載記事等～

▼2019年11月6日 日本経済新聞

▼2019年11月8日 日刊工業新聞

ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 新聞掲載記事等

▼2019年10月4日 日刊工業新聞

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 新聞掲載記事等

▼2019年11月1日 日刊工業新聞



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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▼2018年10月26日 日刊工業新聞

▼2019年10月25日 まんまる新聞

開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９ 新聞掲載記事等

▼2019年10月30日 北海道新聞

▼2019年11月8日 北海道新聞

▼2019年11月8日 電気新聞



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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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ＥＸＰＯ２０１９ 「会場のご案内」パンフレット



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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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ＥＸＰＯ２０１９ 「会場のご案内」パンフレット



ビジネスＥＸＰＯ２０１７
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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ＥＸＰＯ２０１９ 「会場のご案内」パンフレット



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

21

「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ＥＸＰＯ２０１９ 「会場のご案内」パンフレット



ビジネスＥＸＰＯ２０１７

22

『第３４回 北海道 技術・ビジネス交流会』

２０２０年１１月５日（木）～６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ＥＸＰＯ２０１８ 開催結果の概要ビジネスＥＸＰＯ２０１９
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