
～次世代環境調和型農業を目指して～

出展のご案内

会　場

主　催 一般社団法人日本フローラルマーケティング協会共　催

詳細はこちら▶https://jma-agro.com/ アグロ・イノベーション

会　期

◆早期申込締切 ◆通常申込締切
2022年4月28日（木） 2022年6月30日（木）

早期申込
割引特典あり
早期申込
割引特典あり

東京ビッグサイト 西展示棟
10：00～17：002022年10月26日（水）～28日（金）

（フローラル・イノベーション2022）

リニューアル

リニューアル

（予定）



多彩な同時開催展により他方面へのPRが可能！！

“明確な課題”を持った
“質の高い”来場者との

商談が実現できます！

農業生産者、農業団体、
メーカー、小売、商社、卸、
外食、中食、フードサービス、宿泊、
官公庁・団体・自治体、
建設、エネルギー、交通インフラ、
造園、施設管理、道の駅運営者　など
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※各グラフは2021結果報告書「来場業種」より

関与していない
39.5％

決定権をもっている
13.5％

決定する際に
検討メンバーとなる

30.0％

決定する際に
中心的な
役割を果たす
17.1％

アグロ・イノベーション来場者
の6割以上が
購買に関与しています

アグロ・イノベーション2021結果報告より



〈開催概要〉
2022年 10月 26日（水）～ 28日（金） 10:00～17:00

入場料 無料  ただし案内状もしくは来場WEB事前登録証持参が必要

一般社団法人日本能率協会主　催

一般社団法人日本フローラルマーケティング協会（予定）共　催

アグリビジネス創出フェア2022（主催：農林水産省）同時開催

会　場 東京ビッグサイト 西展示棟

展示会（ハード）

会　期

　自然の恩恵を受けて作物を育てる農業において、環境への配慮は欠かすことができません。
さらに、効率化を優先することで心ならずとも化学肥料や農薬の過度の使用が土壌汚染や
生態系破壊を引き起こし、昨今の異常気象、大規模自然災害と重なり、今後の農業に大きな影を
落とします。また、世界人口増加による「食料不足」や「フードロス」への対策も喫緊の課題です。
　こうした中、農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性との調和を意識した土づくり等を
通じ、環境負荷軽減に配慮した「持続可能な農業」を目指すことが強く望まれます。
　加えて、高齢化・労働力不足解決のためにも、農業における「DX」の推進、省力化・生産性向
上のための「スマート農業」の導入にも力を入れなければなりません。
　本展では、既存の各展の製品・サービスに加え、次世代環境調和型農業の実現に寄与する
各製品・サービスを一堂に集め、農業界の未来を考えます。

農業の課題

生産性の維持・向上

労力・手間
儲からない

物流の壁
（コスト、鮮度管理・保持 等）

天候不順
鳥獣・病虫害
疫病

高齢化・就農人口減少
休耕地・耕作放棄地
労働力不足

ブランディング
販路開拓

消費形態の変化

環境負荷
（化学肥料・石油燃料の使用、
メタンガス、地下水枯渇 等） 原料の輸入依存

資材費の高騰
（農機代・燃料代・メンテナンス費・
資材費・肥料代・飼料代 等）

調達 消費

加工・流通生産

「アグロ・イノベーション」はSDGsの17のゴールのうち、下記の4つに寄与する提案を
展示会・講演会などを通じて行い、農業界の持続可能な発展を支援します。

●飢餓をゼロに ●つくる責任　つかう責任
●気象変動に具体的な対策を ●陸の豊かさも守ろう

～次世代環境調和型農業を目指して～

（フローラル・イノベーション2022）



情報提供・課題解決（ソフト）

業界が注目するテーマ、課題を網羅した   　　
講演会、出展者セミナーを開催　

出展者セミナー

「アグロ・イノベーション」では、展示会場における関連企業・団体による製品・技術・ソリューションの展示（ハード）だけでなく、
国・自治体の取組み・政策、先進取組み・事例の共有、学術関係者からの情報発信、人材育成など、「ソフト」の面からも課題
解決を提案します。出展者の皆様も「出展者セミナー」（本パンフレット中面ご参照）という形で、来場者への情報発信、交流、
課題共有も可能です！

「アグロ・イノベーション2021」主催者講演会／出展者セミナー （2021年度開催実績の抜粋）
（講演者名敬称略）

出展を検討する
62.9％

出展する 11.4％

出展しない
25.7％

関与していない
40.2％

決定権を
もっている
17.8％

決定する際に
検討メンバーとなる

27.3％

決定する際に
中心的な
役割を果たす
14.7％

アグロ・イノベーション出展者
のうち7割以上が
次回出展を検討

アグロ・イノベーション来場者
のうち約6割が
仕入れ・購買に影響を持つ

アグロ・イノベーション2021結果報告より

人材育成・確保

コラボレーション
（農家×○○、農業×○○、

耕畜連携等）

国内・外販路開拓
EC活用ブランディング

シェアリング
（機械・人財・データ等）

休耕地・耕作放棄地
利活用スマート農業／畜産

（省力・省人化）

脱炭素
カーボンニュートラル加工・流通技術

展示企画委員・有識者からのご意見をもとに

農業界の課題解決のための
情報発信・交流を進めます！

！！

みどりの食料システム戦略とスマート農業
植物工場の将来展望と技術開発

鳥獣被害対策・ジビエ利活用のための取組

生鮮食料品等分野の流通合理化施策 ―標準化とデジタル化
フィジカルインターネットによる野菜流通革命

環境に優しい温水除草システム作業の安全性向上および省力化、経費削減にも繋がる雑草対策

穀物の早期収量予測技術の開発

盛土・切土法面の適正管理：主要管理対象である法面をどう対処すべきか？　　　　

農産物の“価値”を届けるスマートフードチェーン

国産ジビエの概況と外食産業での展望について

食品加工における過熱水蒸気技術の様々なメリットについて

これからの花業界

雑草の猛威の前に草刈りは気休め ―対抗できるのは叩くべき地下部を知った戦略のみ

【株式会社中西製作所】

2名による
対談

農林水産省 農林水産技術会議事務局 事務局長　青山 豊久

千葉大学 大学院園芸学研究科 環境調節工学研究室 教授　後藤 英司

農林水産省 農村振興局 農村政策部鳥獣対策・農村環境課 鳥獣対策室長　仙波  徹

上智大学 名誉教授　荒木  勉
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部　食品流通課 課長　武田 裕紀

ケルヒャー ジャパン株式会社 業務用プロダクト部 プロダクトマネジメント マネージャー　瀧澤 洋介

花王株式会社 生物科学研究所　藤松 輝久

株式会社白崎コーポレーション　佐治 健介

株式会社日本総合研究所  創発戦略センター エクスパート　三輪 泰史

一般社団法人日本ジビエ振興協会 代表理事　藤木 徳彦

酪農学園大学　教授　阿部  茂

一般社団法人日本フローラルマーケティング協会 会長　法政大学大学院 教授　小川 孔輔

マイクロフォレストリサーチ株式会社 取締役　京都大学 名誉教授　伊藤 操子



出展対象

リニューアル

農作物の生産、収穫、選果、加工における
生産性向上・省力化・DXを提案する専門展示会

農業用ロボット／ドローン／自動運転技術／アシストスーツ／
農業用ICT・IoT・AI技術／環境制御／モニタリング／
クラウドサービス／生産管理システム／経営管理システム／
技術学習・技能継承支援ツール／
スマート農業機器 導入支援
サービス（レンタル、
シェアリング、中古機器販売、
保険、融資、利用方法指導など）　
など

出展対象

負担軽減ツール／農具／道工具／農作業着／疲労回復機器／
サプリ・健康食品・ドリンク　など

生産者の作業負担を軽減する製品・サービスの専門展示会

農業資材・設備、機械など農業生産のための製品・技術の専門展示会

出展対象

農業資材（生産資材・施設園芸資材・収穫資材・出荷資材など）／
環境配慮型農業資材（生分解性プラスチック利用資材、リサイクル資材、
減プラ資材など）／農業設備・機械とその周辺部品・アタッチメント
（農業機械・農具･運搬機具・除雪機など）／環境配慮型農業機械・設備・
施設（脱化石燃料農機、農業用EV、農業用充電ステーション、ハウス
設備、再生可能エネルギー・休耕地有効利活用のための設備・技術
[太陽光・風力・メタンガス発電、ソーラーシェアリングなど]、廃水処理
など）／植物工場／アクアポニックス技術／種子・種苗（抵抗性品種
などを含む）／肥料（有機・無機・減化学肥料
提案など）／農薬（環境配慮型農薬、減農薬
提案、バイオスティミュラントなど）／土／
土壌改良剤（有機・無機・減剤のための提案
など）／作業用衣料品／盗難防止技術／
養液栽培／GAP支援　など

出展対象

「儲かる農業」に繋がる選果、加工、包装、販売
に関わる製品・技術サービスの専門展示会

●農業の「6次産業化」「フードロス削減」に繋がる各種製品・技術・サービス
選果・選別機／鮮度保持資材・技術（特殊加工、急速冷凍技術など）／規格外品
利用・販売のための提案／容器／包装・梱包資機材／パレット／コンテナ／冷凍・
冷蔵庫　など
●OEM
●流通支援のための製品・サービス
在庫管理システム／輸送技術・サービス／スマート物流
サービス(需給最適化、DB共有化等)／ブランディング
支援（販促・マーケティング、コンサルティング、農産物
加工品企画、Eコマース活用、SNS活用支援、
パッケージデザイン、輸出支援ほか）など
●フードテック
培養肉などの細胞培養技術、既存作物を用いた
代替食物の提案　など

生産性との調和を意識した
健康な土づくりと元気な作物の育成を支援する
製品・技術・サービスが一堂に！

出展対象

●土壌診断・分析 ●土壌改良資材 ●有機・無機肥料
●液肥　　●微生物　　●土 ●腐葉土
●除草剤　●ニーム　など

高付加価値野菜・果物の専門展示会

出展対象

生鮮野菜・果物／輸入野菜・果物／
スーパーフード／フローズン／ドライ／
加工食品／減農薬野菜・果物　など

～次世代環境調和型農業を目指して～

リニューアル



農業からインフラまで  国内唯一の「雑草対策」のための専門展示会
出展対象

草刈り機／草刈りロボット／草刈り機替刃・アタッチメント／刈払機／防草シート／
防草マット／除草剤／除草剤散布機／防草・除草工法／作業用品（暑さ対策・
熱中症対策、ファン付き作業着、マスク、ゴーグル、安全靴、安全用品ほか）　など

 搬送／処理加工／保冷技術／衛生管理／流通・消費促進のための
ブランディング支援（販促・マーケティング、コンサルティング、加工品企画など）／
移動解体処理車などジビエ利活用に関する各種製品・サービス

出展対象

農作物・畜産物の鳥獣被害対策とジビエ利活用技術の専門展示会

 ICT・ドローンを活用した鳥獣捕獲技術／侵入防止柵・システム／罠／
忌避剤／威嚇技術（音・光・エアガンなど）／駆除技術／GPS ／カメラ／
野生鳥獣対策に関する各種製品・サービス　など

野生鳥獣対策

ジビエ利活用

新たな付加価値を創出し、花の消費を拡大するための専門展示会
共　　催

一般社団法人日本フローラルマーケティング協会（予定）

出展対象

切り花／鉢・苗もの／フラワー装飾・デザイン／店舗什器・店舗用品／流通／
研究団体／システム・コンサルティング／関連資材　その他関連製品



● 「会場案内図」掲載見本

ほぼ全ての来場者が必ず見ます！
ご出展の規模に関わらず
自社ブースをPRできます！

※設置場所は事務局が
　決定いたします。

出展物の梱包資材、パンフレット等を、
ストックルームに収めることですっきり
した自社ブースを展開できます。

会場内ストックルーム（鍵付）C

￥55,000（税込）／ユニット利用料金

設置場所：展示会場内
サイズ：間口約2m、
　奥行き約1m、高さ2.7m
利用時間：10月25日（火）
　～10月28日（金）17：00

概　要

E～Gお申込時のご注意

①サイズや広告データ・動画提出方法などについては申込企業に別途ご案内
いたします。
②価格はすべて広告データ支給の価格となります。データからの作成をご希望の
場合は、別途データ作成料を申し受けます。
③掲載場所につきましては、事務局にて決定させていただきます。
④広告データ・動画の掲載内容の変更をご希望の場合は、別途費用を申し受けます。

1～2ブースのお申し込みで、コーナーブース（2面開放）を希望
される出展者は本指定権をお申し込みください。
※ブースの位置および開放面は事務局が決定いたします。

コーナーブース（2面開放）を確約概　要

コーナーブース指定権 数量限定A

￥88,000（税込）利用料金

（イメージ図）

1面開放
（通常ブース）

2面開放
（コーナーブース）

2面開放
（コーナーブース）

オプション・広告

本展示会場内にセミナー会場を設置いたします。
ブース展示に加え、新製品・サービス等の情報を
より明確に発表・訴求いただけます。

※その他の設備が必要な場合は出展者負担となります。司会なども、ご手配ください。
※本セミナーお申込み後のキャンセルについては、申込書裏面の出展規定第11条に準じます。

プロジェクター スクリーン 演台
イス マイク スピーカー

付帯備品

￥110,000（税込）／40分利用料金

出展者セミナーB 数量限定

コアな
来場者と出会う
チャンス

2022年10月26日（水）～28日（金）発行日

会場案内図広告（ブース誘導線付広告） 数量限定E

￥77,000 （税込）利用料金

貴社広告から会場内
貴社のブース位置まで
誘導線を引きます。

スマート装飾プラン（1ブースの例）D

パラペット（白）＋社名板 
コンセント 1箇所
色を選べるカーペット
選べるレンタル備品
電気　など

仕　様
ベーシックプラン（1ブース）
イメージ図

※他にもプラン、レンタル商品がございます。
　別冊の『スマート装飾プラン』をご参照ください。
※仕様は変更になる場合がございます。

※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。

※２ブース以上のプランもございます。

￥132,000（税込）／1ブース利用料金

■ ベーシックプラン
とても簡単! カラーを選ぶだけの
シンプルプランです。

サイズ：間口2.97m、
　奥行き2.97m、高さ2.7m

概　要
● 公式Webサイト動画掲載イメージ

本展公式Webサイトに、「注目の出展者情報ピックアップ」として、
貴社の情報を掲載します。出展製品の詳細・見どころなどを動画で
ご紹介いただくことが可能です！

公式Webサイト新着情報への情報掲載（動画）G 数量限定

￥440,000 （税込）利用料金

データ提出後～2022年10月末掲載期間

公式Webサイトバナー広告 数量限定F

￥110,000 （税込）利用料金

データ提出後～2022年10月末（予定）掲載期間

● 公式Webサイトバナー広告のイメージ

本展公式Webサイトのトップページに広告バナーを掲載します。
公式Webサイト訪問者に貴社の出展を印象付け、展示会当日、ブース
にお招きするのに効果的です。

2700

2970

パラペット（白） 社名板（W1800×H200/白）

色を選べるカーペット

プログラム
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C2
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11：00～11：40

12：00～12：40

13：00～13：40

14：00～14：40

15：00～15：40

10月26日（水） 10月28日（金）10月27日（木）

東京ビッグサイトにて開催！
10：00～17：002022年10月26日（水）～28日（金）

来場事前登録はこちらから

〈注目の出展者情報ピックアップ〉

来場事前登録はこちらから

東京ビッグサイトにて開催！
10：00～17：002022年10月26日（水）～28日（金）



出展について

単価(税抜） 消費税（10％） 単価（税込）

会員外

会  員※
基礎ブース
のみ ￥400,000

￥360,000

￥40,000

￥36,000

￥440,000
￥396,000

出展申し込み後の出展取り消し、解約は原則としてできません。万一、
主催事務局の了解のうえ、申込者より取り消し、解約があった場合、下記
のキャンセル料をお支払いいただきます。下記期日内でブース数を減少
した場合も減少分のキャンセル料がかかりますのでご注意ください。

ブース装飾にお悩みの方に貴社のご出展プランに合わせたご提案を
行っています。別冊の『スマート装飾プラン』よりご参照・お申込ください。

ブース位置については、以下を勘案のうえ、会場ゾーニング計画に沿って
事務局で決定いたします。なお、ブース位置の発表は出展者説明会後、
［2022年8月下旬頃］出展者専用ページにて公開いたします。
①ブース数・出展ゾーン ②申し込み順 ③過去の実績（出展回数）
④出展製品 ⑤実演の有無（水・ガス利用による工事）
⑥その他各社の特記事項

※期限内にお支払いのない場合は、出展を取り消しさせていただきますので、ご了承ください。

※ 1・2ブースでの出展につきましては、角ブースのご用意はできません。ただし
　 コーナーブース指定権お申し込みの場合は除きます。
※ 試飲・試食や実演で水道・ガスを利用の場合は、ガス容量や配管の都合により
 　ブースの位置が限られますのであらかじめご了承ください。

申込内容に基づき、事務局より請求書をお送りします。
請求書到着後、指定口座にお振り込みください。

●招待状・ポスター
（希望枚数を無料配布）

●アグロ・イノベーション公式
Webサイトに貴社出展情報
を掲載（2022年9月頃を予定）

●設　備
パネル（白色システムパネル）、
ブース番号板、1ブースにつき
100V/300Wまでの一次側
電気幹線工事（ブース装飾は別途費用がかかります）

1ブース＝ 奥行2.97m × 間口2.97m × 高さ2.7m

※会員は主催団体の正会員を指します。
※本展示会の開催期間最終日の消費税率が適用となります。

単価(税抜） 消費税（10％） 単価（税込）

会員外

会  員※
基礎ブース
のみ ￥420,000

￥380,000

￥42,000

￥38,000

￥462,000
￥418,000

ブース番号板 

2700

2970
（内寸2930）

2970

背面パネル（白） 袖パネル（白）■出展料金に含まれるもの

6月30日（木）

通常出展申込期限※1

4月28日（木）
2022年

早期出展申込期限※1

7月29日（金）

支払期限

8月
下旬

出展者説明会※2

9月
中旬
（予定）

各種申請書提出期限※3

10月
28日（金）

（17：00～22：00）

出展者搬出
※即日撤去（予定）

会期

10月26日（水）
28日（金）

（10：00～17：00）

▼

出展者搬入日
（予定）

10月
24日（月）・25日（火）
（8：00～18：00）

※1 締切日前でも予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。 ※2 各種規定の説明を行います。オンライン開催（予定）。
※3 ブース装飾や電気、水、実演などの申請を行っていただきます。申請書類については、出展者説明会で説明します。

出展の申し込み
問い合せ先

2022年 4月28日（木）まで早期申込

2022年 6月30日（木）まで通常申込

●開催までのスケジュール

アグロ・イノベーション事務局 アグロ・イノベーション 検索

◆ブース装飾とレンタル備品
◆電気工事および使用料
◆水道・ガス工事および使用料、シンクなどのレンタル
◆会社名板

◆インターネット接続工事
◆当日アルバイトスタッフ
◆パンフレットなどの印刷物
◆展示製品・パンフレットの郵送／発送
　　　　　　　　　　 などの費用

※詳細の説明を希望される場合は、事務局までお気軽にお問い合せください。

税抜出展料の50％

税抜出展料の100％

キャンセル料期　　限

出展者説明会開催日または出展者説明会を実施
しない展示会においては出展ブースレイアウト
発表日以降

各申込期限(早期、通常)の翌日から下記該当日前日

〒105-8522　東京都港区芝公園3-1-22　一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内
TEL： 03（3434）3453　　E-mail： ai-e@jma.or.jp

出展料金 出展料金の支払方法

出展の取り消し（キャンセル規定）

ブース位置の決定

基礎ブース

スマート装飾プラン 出展料金以外に想定される費用（例）

お申し込み手順

捺印・郵送不要！
Web入力のみで
申込完了

事務局より
請求書を郵送します。
出展契約が完了です。

請求書

インターネット
から

入力の場合

出展申込書に記入の場合

※インターネットから入力できない場合は、事務局へご請求ください。

出展申込書（契約書）に必要事項を記入・捺印してください。 出展申込書を事務局宛に郵送してください。

Web 完了
Web上で
申込内容を
入力してください。

支払期限

https://jma-agro.com/

2022年 7月29日（金）

※「オプション・広告」のキャンセルについても同上のキャンセル規定が適用されます。


