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アグリビジネス創出フェアに向けて

本書は、「アグリビジネス創出フェア」出展の機会をより有益にしていただくためのガイドブック

です。出展ブースの作り方や見せ方、アピール方法を工夫することで、訴求力の向上にお役

立て下さい。

まず最初に、当フェアの主旨をご理解いただくことから出展の準備をスタートしてください。

1.研究成果の実用化を促進する、技術交流展示会！！

農林水産・食品産業分野における新たなイノベーション創出を目指す、独立行政法人、都道府県、

大学等の研究機関等が有する、最先端で質の高い技術シーズを紹介する場です。

また、民間企業等の来場者が有するニーズとのマッチングを創出させることを目的としています。

2.アグロイノベーションとの同時開催により、さらにマッチングを創出。

産学官連携の効果を一層大きなものするため、民間企業等が一堂に会する「アグロイノベーション

2009」と同時開催します。相互が連携した幅広い来場者誘致、来場者の利便性を考えたゾーニン

グ、共同イベントの実施等を企画しています。積極的に交流をしていただき、マッチング機会増大を

図り、新たなアグリビジネスの創出をしてください。

3.コーディネーターによるマッチングの活用 （詳細 P3・P4）

農林水産・食品産業分野の研究成果の実用化・産業化は、農林水産省における重要な課題であ

り、これまでも、当省が所轄する独立行政法人をはじめとした研究機関等の技術シーズを基にし

て、産学官連携による実用化・産業化のための研究を推進してきた。このような研究成果の実用

化・産業化を一層推進するためには、多数の研究機関と民間企業等が一堂に会し、情報交換や

交流を行う機会を設ける手法が極めて有効である。

このため、民間企業等が有する技術ニーズと研究機関等が有する技術シーズとの出会いの場と

してアグリビジネス創出フェアを農林水産・食品産業分野の民間企業等が一堂に会する民間団体

主催の展示会と同時開催し、これらの参加者間（出展者及び来場者）のマッチングによる新たなア

グリビジネス創出の機会の増大を図る。

開催主旨開催主旨

コーディネーターグループによるマッチングサポートを、実施します。

出展者と来場者のマッチングに是非、ご活用ください。
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4.多彩のイベント

アグリビジネスの最前線で活躍するキーマンによる基調講演、セミナー、パネルディスカッションな

ど多彩なプログラムを行います。

5.積極的な集客活動をお願いします。

出展者には、招待状を配布します。

多くの方にご来場いただけるようご協力ください。



会場入口

コーディネーターの利用

コーディネーターグループによるマッチングサポートを行います。

出展者のシーズの売り込みや事業化、来場者のニーズを踏まえた研究課題の発掘等を農林

水産分野で活動実績のあるコーディネーターが重点的にサポートします。

また、フェア当日はコーディネーターカウンターを設置し、来場者の相談にも対応します。

事務局にメールにて一報ください。事務局にメールにて一報ください。

メールにてご連絡ください。 agribiz-ex@fujiya-net.co.jp
件名：コーディネーターサポート

①出展者名 ②相談内容 を記載してください。

メールにてご連絡ください。 agribiz-ex@fujiya-net.co.jp
件名：コーディネーターサポート

①出展者名 ②相談内容 を記載してください。

フェア開催前に相談したい場合

コーディネーターより直接連絡がいきます。コーディネーターより直接連絡がいきます。

フェア開催中に相談したい場合

コーディネーターカウンターにお越しください。コーディネーターカウンターにお越しください。

コーディネーター
カウンター

コーディネーターが2～3名常駐予定です。

担当コーディネーターは、時間で変わりますの

で、ご了承ください。

常駐メンバーについては、カウンターでご確認

ください。

コーディネーターリストは次ページです。
メンバーが一部変更する場合もあります。

コーディネーターリストは次ページです。
メンバーが一部変更する場合もあります。
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コーディネーターからのコンタクト

専門的な見知から、コーディネーターから直接、出展者に

コンタクトをとる場合があります。マッチング機会の創出に

もつながりますので、是非、その機会をご活用ください。



コーディネーターの利用

地域 氏名 所属

北海道 桑原 眞人 ＮＰＯ法人グリーンテクノバンク
理事・産学官連携
コーディネーター

北海道 宮森 博康 北海道立食品加工研究センター 副所長

東北 近藤 恒夫
独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構

東北農業研究センター
企画管理部 研究調整役

東北 冬木 勝仁 東北大学大学院農学研究科 准教授

関東 半田 保之
財団法人
東京都農林水産振興財団

ふれあいアドバイザー

関東 長谷川 潤一
社団法人
食品需給研究センター

主任研究員

関東 奥野 彰彦 S&K特許事務所 弁理士

関東 高橋 修一郎 株式会社リバネス 専務取締役

関東 服部 亮 豊田通商株式会社 上級主査

中部 武田 穣 名古屋大学 産学官連携推進本部 連携推進部長・教授

中部 野口 正樹
ＮＰＯ法人
東海地域生物系先端技術研究会

コーディネーター

中部 松井 純 三重大学 社会連携研究センター 特任教授

中部 竹谷 裕之 名古屋大学産学官連携推進本部 名古屋大学名誉教授

中部／
北陸

藤村 忍
新潟大学
地域連携フードサイエンス・センター

助教授

近畿 山田 利昭 NPO法人近畿アグリハイテク
コーディネーター
京都大学名誉教授

近畿 松田 文雄
立命館大学
研究部理工リサーチオフィス

文部科学省産学官連携
コーディネーター

中国 小林 東夫 岡山県立大学 地域共同研究機構
産学官連携推進センター
産学連携コーディネーター

中四国 中安 章 愛媛大学農学部 教授

九州 奥野 成倫
独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター
企画管理部
業務推進室企画チーム長

メンバーが一部変更する場合もあります。（９月３０日現在）メンバーが一部変更する場合もあります。（９月３０日現在）
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コーディネーターグループコーディネーターグループ



メッシュパネルを用い
立体的な展示をする。

メッシュパネルを用い
立体的な展示をする。

タイトルを付ける事で、
一目でわかるようにな
る。

タイトルを付ける事で、
一目でわかるようにな
る。

照明を付けることでパネルが
見やすい。展示品が目立つ。

照明を付けることでパネルが
見やすい。展示品が目立つ。

センターに展示する。
また、置き方を工夫する。
具体的な展示をする
（実物、模型など立体的なもの）

センターに展示する。
また、置き方を工夫する。
具体的な展示をする
（実物、模型など立体的なもの）

メイン展示 サブ展示サブ展示

カタログ
スタンド インフォメーション

効果的な展示手法

大量の物品を展示する 訴求したい展示物が多い場合

ブースの中に入ってもらう

数多くの展示を行うためには、展示にメリハリが必要です。

また、ブースの中に入ってもらうための導線を確保しましょう。

11 メイン展示を目立たせる 立体的な展示を心がける

パネルやサインを工夫する。 照明効果を利用する。

22

33 44
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小間の規格に含まれていないものは、別途お申し込みください。
レンタル備品、装飾の相談は事務局にどうぞ。
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展示品とパネルを連
動させる。

展示品とパネルを連
動させる。
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多くの来場者に対しブース前面で
対応します。面と向かって対応で
きるので説明がしやすいです。

多くの来場者に対しブース前面で
対応します。面と向かって対応で
きるので説明がしやすいです。

ミーティングスペースは、
ブース内部に配置し、落ち着
いて話せる空間を作りだしま
す。

ミーティングスペースは、
ブース内部に配置し、落ち着
いて話せる空間を作りだしま
す。

メイン導線に対して配置する。
ブースへの誘因効果がある。

メイン導線に対して配置する。
ブースへの誘因効果がある。

効果的な展示手法

メイン展示を目立たせる 訴求したい内容が明確な場合

メイン展示

ミーティング
スペース

サブ展示

メイン展示を目立たせるために、位置や形を工夫します。

11 メイン導線に対して展示を配置。

22 展示台の形を工夫し、他の展示と差別化する。

11

22

興味を持った方に詳しく説明したい場合

ブース内に商談セットを配置し、ミーティングスペースを確保し、研究内容に興味を持った方

とさらに詳しく話をします。PCなどを用いることも考えられます。

11 展示台（対面式）を前面に配置し、多くの方に訴求。

さらに、興味をもった方は、ブース内へ。22

メイン導線

メイン展示

ミーティング
スペース

カタログ
スタンド

11

22

5

小間の規格に含まれていないものは、別途お申し込みください。
レンタル備品、装飾の相談は事務局にどうぞ。



わかりやすいパネル

○縦線と横線の太さが比較的同じ等しい書体

○太さの考慮

・ゴシック系→太いとつぶれて見えることがある

・明朝体系→かすれた時横線が消えることがある

○文字の大きさ

○文字や図の色との明度差の確保

① ② ③

①ベースの色と文字の色が薄すぎてわかりづらい

②ベースの色と文字の色に差があるため①②に比べて見やすい

③ベースの色と文字の色が濃すぎてわかりづらい

2600

2000

1500

900

わかりやすい文字

識別しやすい色

見やすい高さ

パネルを制作する際、下記のようなことを考慮しましょう。

ブース内で設置する場合、来場者の視線の高さを

考慮し設置しましょう。

注目を集めやすパネル

アグリビジネスの研究成果

ABCDEGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZABCDEGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
ABCDEGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZABCDEGHIJVWX
YZABCDEGHIJKLM

ABCDEG
HIJKLMN
OPQRST
UVWXYZ
ABCDEG
HIJKLMN

11 タイトルが一目でわかる

22 文字の大きさ、書体が考慮されている。（下記参考）

33 図やイラストを用いる。

パネル製作には、別途費用がかかります。事務局に相談ください。
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その他のPR方法とその他活用

①大型映像を利用する。

出展者プレゼンテーションの活用（研究・技術プレゼンテーション）

交流会への参加

②パソコンを利用し、
詳細を説明する。

③実演を行う。 ④パンフレットや資料を
用意し積極的に配布する。

出展者プレゼンテーションにお申し込みの出展者の方は、

事前に告知をすることにより、さらに効果的なプレゼンの機会

となります。また、プレゼン終了後に、必ず小間への立ち寄り

を促してください。

今回は、アグロイノベーションとの同時開催となり、多くの出展企業の参加があります。

この機会をマッチングの場として活用いただき、ビジネスにつなげてください。

マッチングスペースの活用

会場内に多くのマッチングスペースを設置してあります。どうぞご利用ください。

映像・PCのレンタルには、別途費用がかかります。事務局に相談ください。
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事後フォローを実施するために

来場者への事後フォロー

出展者アンケートへの協力

フェア開催中にご来場いただいた方々に、アフターフォローをすることはとても重要なことです。

積極的な名刺交換を行うことが効果的です。積極的な名刺交換を行うことが効果的です。開催中開催中

まずは、名刺交換した方々に、ブース来場のお礼メールを送信。まずは、名刺交換した方々に、ブース来場のお礼メールを送信。

開催後開催後
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その後、個々にアプローチし、ビジネスや新たな研究につなげましょう。その後、個々にアプローチし、ビジネスや新たな研究につなげましょう。

出展者には、主催者や事務局より会期終了後にビジネスマッチングの成果等に関する調査を

行います。このアンケートは、今後のフェアにおいて重要な調査となりますので、必ずご提出く

ださい。アンケートは、会期直後と２月の２回を予定しております。

フェア開催後、コーディネーターからのコンタクト

フェアが終了しましても、専門的な見知から、コーディネーターから直接、出展者にコンタクトを

とる場合があります。マッチング機会の創出にもつながりますので、是非、その機会をご活用く

ださい。


