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農業ゾーン 林業ゾーン 水産ゾーン
畜産ゾーン 食品ゾーン エネルギー・環境ゾーン
総合ゾーン 1-DAY出展ゾーン

インフラ検査・維持管理展第14回

建設資材展第7回

事前防災・減災対策推進展第9回

第8回

第6回

プラントメンテナンスショー第46回

スマート保安推進展

特別企画

特別企画

BIM/CIM推進ツール特集特別企画

第4回

第2回 地盤改良展

会場案内図会場案内図
東京ビッグサイト 青海展示棟会 場

会 期 2021年11月24日　   26日　水 金 10：00～17：00

一般社団法人日本能率協会主 催

一般社団法人日本能率協会主 催

農林水産省主 催

農林水産省　経済産業省　日本貿易振興機構（ジェトロ）後 援

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共 催

一般社団法人日本能率協会主 催

一般財団法人製造科学技術センター共 催

一般社団法人日本能率協会主 催

一般社団法人日本能率協会主 催 経済産業省　国土交通省後 援

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会　一般社団法人日本能率協会　主 催 一般社団法人日本メンテナンス工業会特別協賛

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム
一般社団法人日本能率協会主 催

特定非営利活動法人 緑地雑草科学研究所特別協力

一般社団法人日本能率協会主 催 一般社団法人日本ジビエ振興協会特別協力農林水産省後 援

11月16日（火）時点　※本会場案内図と実際の縮尺が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ブース番号の見方

入場に関する注意事項

カメラ等持込

16歳未満16歳未満

16歳未満の方
（同伴者がいる場合も不可）

○ 本展は商談のための専門展示会につき、業界関係者以外の方（16歳未満、乳幼児
のご同伴）のご入場はご遠慮ください。

○ 会場内でのカメラ・ビデオ撮影は禁止です。
○ 主催者は展示会場内において取材・撮影を
行います。取材によって得られた情報や撮
影した画像は主催者が主催する展示会の広
報・宣伝活動に使用する場合があります。

ホール名 列               ブース番号

A      011-
ホール名              ブース番号

M      001A-
ゾーン名 ブース番号

01-農

展示領域によってブースの色分をしています。
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展示領域によってブースの色分をしています。

インフラ検査・維持管理展
建設資材展
事前防災・減災対策推進展

プラントメンテナンスショー
スマート保安推進展

BIM/CIM推進ツール特集

地盤改良展

バイオマスエキスポ

三信建材工業

ポート電子
アンカー健全度協会
アイメイヨ ケイハイ/京葉ガス/京和住設/不二公業

日新インダストリー

テクノドローン 長野計器

NIPPOマルイ

ゴトウコンクリート

NTTドコモ

ＪＩＰテクノサイエンス
エフティーエス

クモノス
コーポレーション

クラボウジュンテクノサービス

西日本高速道路
エンジニアリング中国

東設土木コンサルタント/
高速道路総合技術研究所

ジオファイブ/
3D-Radar ASカナン・ジオリサーチ

ジェイテクト

西日本高速道路メンテナンス九州
西日本高速道路エンジニアリング関西

ジャスト

岡谷鋼機/
アイサンテクノロジー

アドバンテスト

クロロガード工業会
（宇部興産建材/宇部興産/日本興業）

オールライナー協会

アイ・ロボティクスイシザキ サトーパーツ

YE
DIGITAL

フォトロン

ものレボ

日本コンピュータ開発

ゴビ

千代田ビル管財

ジェック

システム環境

エーエムエー エキスパートアイ

STOVE 日本アビオニクス

ゼータ・ブリッジ
バイオネット研究所/水戸工業

シムトップス

ビジネス
エンジニアリング

日本ユニシス八千代
エンジニヤリング

東朋テクノロジー酉島製作所

山口産業

大興電子通信

ディテクト

フレクシェ

日本機械学会/日本トライボロジー学会旭化成エンジニアリング

ブイキューブ

ワコオ工業システムプラス

関電プラント富士ファーマナイト

ＫＥＬＫ

Liberaware

ティー・アイ・トレーディング

潤工社

ジャパンメディアシステム

新川電機テイエルブイ

ケミカル山本

前田シェル
サービス

都市拡業

東京電設サービス

レイズネクスト

ユニテック

アスマップ

カナフレックスコーポレーション

三和工機イージー
メジャー

富士通エンジニアリング
テクノロジーズ

エヌアールイー
ハピネス

テクニカルイン
長野

ジェフコム

クリエイティブテクノロジー

常盤産業

日本生工技研

インプローブ

KOA

ハーティング

大浦工測

バリューテクノロジー

ムラテック販売

ササキコーポレーション

キンセイ産業西進商事

エクサ

日本プラントメンテナンス協会

ＫＢドレーン工法協会

オサシ・テクノスデロイト トーマツ
コンサルティング

ヤマトプロテック

福岡建設合材

日本環境協会

四国総合研究所

昭和鋼機

東亞合成/
TGコーポレーション

丸建興業トビー・テクノロジー

ビジー・ビー

大東潤滑クアンド

日本基礎技術

東洋エンジニア

ポケット・
クエリーズ

ナカヨ

SUPERJET研究会/X-JET協会

ＪＦＥプラントエンジ
シー・アイ・エム
総合研究所

ラヴォックス

山九 太陽誘電

ベルテクス

ホリアキ

フローラ サンドナイス

三相電機

セイコードー

ジオ・サーチ

朝日航洋

アルボルデマンサナ

日之出水道機器

コムシス
情報システム

ザクティエンジニアリングサー ビス

東陽テクニカ

愛知製鋼

インフォマティクス

三井E&Sマシナリー

ジオ・サーチ 古河電気工業 ミリケン・ジャパン共和ゴム

東拓工業

クボタケミックス

補修技術設計

レグラス

亀太みるくる

日本MMジョイント協会

前田道路

ソフトバンク

サイバネテック

小峰無線電機

未来工業

タキゲン製造

土井製作所

クマガイ特殊鋼Synspective

イトーヨーギョー シンテック

カナフレックスコーポレーション川田テクノロジーズ

関西仮設

積水化学工業

ジオリゾーム

電線のない街づくり支援ネットワーク

o2カプセル・ボックス
四国総合研究所

ウィダス商社マクセルイズミ

ネグロス電工

日本製鉄グループ

ステップソリューションホーシン菅機械工業

足立建設工業/
東京都下水道サービス

エー・エス・ディ

アイコンヤマト

インフィニテグラ

富士通
特機システム

ニイミ

レジェンドパイプ工法協会 JX通信社

レント

KEYTECニコン・トリンブル

中西製作所

宇部エクシモ/
建設塗装工業

ＴＴＥＳ

ANSeeN

ＳＩＰスマートバイオ
産業・農業基盤技術

国際農業社

野菜

豊橋温室園芸
農業協同組合

住化農業資材

ニチリウ永瀬

三陽金属
ECHO

（やまびこ）

サンエイ工業 JALUX

大船渡市「三陸マリアージュ」
創出・展開プロジェクト

養父市野生動物被害対策推進協議会/宝塚ジビエ工房
大協技研工業

金沢機工

ハクサンインターナショナル

北陸テクノ

日本シグマックス

農山漁村文化協会

KOYASI

ケルヒャー ジャパン

ハナノヒ
presented by
HibiyaKadan Group

ブリッグス・アンド・
ストラットン・ジャパン

バンブー苑

緑地雑草科学研究所

白崎コーポレーション

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京

小泉製麻

グランテック

アークステーション
ドローンテクニカ上越

スパイスキューブ/
ダイキアクシス

マツボー

花王 生物科学研究所

東芝ライテック 土谷製作所

アクテック

植物工場研究会

国際農林水産業
研究センター

アグリジャーナル

JMA小林クリエイト

キャニコム

丸善工業 アイデック

クリアパルス ウイングゲート

TKKワークス東京航空計器
ぎふジビエ振興協会

ワイズ
トレーディング

マスプロ電工

Hitec Multiplex Japan,inc.

太田精器/
ウルフ・カムイ

フラワー需給
マッチング協議会

国産花き生産流通
強化推進協議会

エアロセンス

スペースワン

エムイーテック

日本フローラル
マーケティング協会

イエロースキャン
ジャパン

SkyLink Japan

SkyLink Japan

SkyLink Japan

日本建築
ドローン協会

西河産業

太陽計器/
Campbell SCI

日本能率協会
マルティスープ

富士通Japan

インパック

東海国立大学機構岐阜大学

選ぶ、食べる、サステナブル展
林業イノベーション実現に向けた研究・技術開発

国際協力機構ALFAE

スマート農業実証プロジェクト
（農林水産省／実証プロジェクト参画コンソーシアム）

石川県立大学

日本風洞製作所 東三河ドローン・
リバー構想推進協議会

小川精機

サイバネテック インプレス

兵庫県/
新産業創造研究機構 アスター

amuse oneself

日本ドローンコンソーシアム

ポリテクカレッジ
（職業能力開発大学校）

農林水産省農産局農業環境対策課

科学を生かす行政に～農林水産省と一緒に安全な農畜水産物の安定供給のための研究・技術に取り組みませんか？～

避難地域等の営農再開に向けた先端技術実証研究
食の未来システム創造協議会

群馬大学
食健康科学教育
研究センター

「知」の集積と活用の場の取組紹介

名古屋大学工学研究科 堀研究室／フレンドマイクローブ

委託プロジェクト
研究の最新成果

農研機構
（農業・食品産業技術総合研究機構）

FAMIC（(独)農林水産消費安全技術センター）

今後の肥料を一緒に考えてみませんか？
＜未利用資源の有効活用や肥料ITを通じて＞

東京海洋大学

農林水産業における知的財産権・契約実務（弁護士知財ネット）

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）

農林水産省経営局金融調整課

産業技術総合研究所

サナテックシード JST OPERA
食と先端技術共創コンソーシアム
「食の未来を拓く革新的先端技術の創出」クピド・ファーム

山梨大学

果樹用追従型運搬ロボット開発コンソーシアム
（代表：山口県農林総合技術センター）

高崎健康福祉
大学農学部

アグリオープンイノベーション機構

テッド/パナソニック システムデザインIRS/アイ・アール・システム

北海道ヘンプ協会

三重大学　大学院生物資源学研究科
マッチングスペース

コーディネーターカウンター

JMA

エクセン

京セラ システム計画研究所/
ISP

国際農林水産業
研究センター

鹿児島大学

水産研究・教育機構

岩手大学公衆衛生学研究室

崇城大学
フードメディシンネットワーク/
腸管免疫研究所/LIKE TODO JAPAN製薬

おいしさの
科学研究所

健康長寿実現推進機構/
農食連携プラットフォーム連合

岡山オリーブ成分微生物変換高機能化研究コンソーシアム（岡山大学/岡山県工業技術センター/日本オリーブ）

奈良県農業
研究開発センター

機能性野菜ナス コンソーシアム
岩手大学三陸水産研究センター

東京薬科大学
イノベーション推進センター

千葉大学

栃木県 
農業試験場

山口大学農学部

宮崎大学

山口県産業
技術センター

筑波大学
健幸イノベーション開発研究センター

九州大学
大学院
農学研究院

PUiP
大学知財群活用プラットフォーム

北陸先端科学技術大学院大学 内平研究室

島根大学6次産業化
イノベーションチーム

大阪府立大学 研究推進機構 食品プロセス工学研究室

信州TLO

広島大学植物拠点

島根大学・生物資源科学部

岡山大学 農学部

高知県庁
東京都農林総合
研究センター

Japan Ginger

「知」の集積と活用の場 お-09 健康長寿食品研究開発プラットフォーム

茨城大学 
農学部

小型ロボット農業システム研究グループ（愛媛大学 / CuboRex)

近畿大学

ひろさき産学官連携フォーラム

高知工科大学

高知大学

「熱中症予防対策商品による地域産業創出」研究開発プラットフォーム

北海道大学 ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点

全国食品関係試験
研究場所長会

弘前大学

関東米粉食品
普及推進協議会

SDGsに貢献する新たな植物保護
技術研究開発プラットフォーム

静岡商工会議所

農林水産環境技術センター

秋田県立大学

統合型農作物病虫害
防除システム研究開発
プラットフォーム

龍谷大学

農林水産・食品産業技術振興協会（略称 JATAFF）
地域産学連携コンソーシアム

日本大学産官学連携知財センター

日立グループ
日立製作所/
日立システムズ

日本メンテナンス工業会

テクノア ミドリ安全

ケイエルブイ

ソフトロニクス

東京都建設局日本スピードショア

エバ・ジャパン

メルシー

農研機構
生研支援センター

セツロテック

山形大学農学部生産機械研究室

栃木県畜産酪農 
研究センター

京都府立大学「ニッポニアハードウッド®」開発チーム

ライブストックジャパン
(北里大学発ベンチャー)

宇都宮大学
ICTを活用した畜産生産システム
研究開発プラットフォーム

森林研究・整備機構
森林総合研究所

日本弁理士会

福島大学

24日（水）
25日（木）

26日（金）

農学研センター

広島大学日本型（発）
畜産・酪農技術開発センター

インフォメーション
閲覧コーナー

アンケート

日本シニア起業支援機構

農林水産
航空協会

岩手県立大学/
岩手大学

東京農工大学

マッチング
スペース

吉備国際大学 農学部 醸造学科

東洋大学

北見工業大学

植物育種研究所（北海道大学発認定ベンチャー企業）

大阪府立大学養殖場高度化推進研究センター
ユビキタス環境制御システム研究会

元氣農業開発機構

秋田県立大学

衝撃波応用技術研究所

大阪府立大学植物工場研究センター

出水市有害鳥獣捕獲対策協議会/ジビエ食肉処理施設大幸

A. DNA鑑定学会 B. 九州大学大学院農学研究院
C. 深紫外LEDの農水産業利用プロジェクト（三重県・三重大学）
D. ナノアグリ・フォーカス・コンソーシアム

A. 日本きのこセンター 菌蕈研究所
A. 佐賀県産業振興機構 九州シンクロトロン光研究センター
B. 岩手県立大学 C. 産学連携学会
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MB-033 MB-035 MB-037 MB-038 MB-040

MB-051 MB-053 MB-054 MB-055 MB-056

MB-001 MB-005 MB-007 MB-008

MB-021 MB-022

MB-031 MB-041

MB-047 MB-049 MB-057 MB-058

MB-073

MB-089 MB-090

MB-059

B8-06 B8-07

MB-013

MB-028

MB-044 MB-046

MB-060 MB-062

MB-076 MB-078

MB-092 MB-093 MB-094

MB-014

A5-01 A5-03 A5-05 A5-07

A6-04 A6-05 A6-07

A7-01 A7-02 A7-03

A8-01 A8-04 A8-07

A7-04

A5-06

A6-03

MB-107

MB-120 MB-121

MB-145 MB-146

MB-158

MB-106

MB-152

MA-001

MA-029

MA-039

MA-074

D-013 D-014

D-011

D-011

D-011

D-020

D-027 D-028

D-030 D-032 D-033 D-034 D-035

D-009

D-017

総-20総-19総-18総-17総-16総-15総-14総-13

総-12

総-11

総-01 総-02 総-04 総-05 総-06

総-07 総-08 総-09 総-10総-03

総-21 総-22 総-23 総-24

総-25 総-26

総-27 総-28

D-029

A3-01 A3-02 A3-05 A3-07

A4-01 A4-03 A4-04

B6-01

B8-01 B8-02 B8-03 B8-04

B9-01 B9-05 B9-06

B6-06

MA-205 MA-207

MB-010

MB-042

A1-01

A4-07 A4-08

B9-08

B1-01

A3-08

B6-08

D-023 D-024

D-004

総-32 食-01 食-02 食-03 食-04 食-05 食-06 食-07 食-08 水-01 水-02

水-03

総-31総-30総-29

農-44

農-27農-26

農-10

農-25農-24農-23農-22農-21農-20農-19農-18農-17農-16農-15農-14農-13農-12農-11

農-09

農-43農-42農-41農-40農-39農-38農-37農-36農-35農-34農-33農-32農-31農-30農-29農-28農-08農-07農-06畜-05畜-04畜-03

畜-02畜-01林-02

エ-02

1D-D

1D-C

1D-B

1D-A

エ-01

林-01

畜-06 畜-07

農-05農-04

農-03農-02

農-01

食-09 食-10 食-11 食-12 食-13 食-14 食-15 食-16 食-17 食-18 食-19 食-22食-21 食-23 食-24食-20

Aホール Bホールアグリビジネス創出フェア 
事務局

メンテナンス・レジリエンスTOKYO／
国際ドローン展／アグロ・イノベーション

事務局

特別講演会 会場

出展者セミナー会場

商談ラウンジ

主催者講演会
出展者セミナー会場

B
セミナー会場

C
主催者講演会

出展者セミナー会場

A

「最先端スマート農業」
ブース

商談ラウンジ

飲食ラウンジ 飲食ラウンジ 飲食ラウンジ

セミナールームA セミナールームB セミナールームC

メインステージ

SIPスマート
物流サービス
の概要

第2回プロダクト
アイディア大賞

～Z世代への花提案～

主催者企画コーナー
主催者企画コーナー

主催者企画コーナー

主催者企画コーナー
JDCフォーラム／特別講演会 会場青果物流通標準化に

向けた取組について

ドリンク引換所ドリンク引換所ドリンク引換所ドリンク引換所

商談ラウンジ

ラウンジ

ラウンジ

ラウンジ

休憩
ラウンジ 休憩ラウンジ

ブース番号 A7-04

ＣＰＤ受付

ＣＰＤ受付
「メンテナンス・レジリエンスTOKYO 2021」は公益社団法人
土木学会 継続教育（CPD）のガイドラインに基づき認定された
プログラムです。
CPD受付で条件を満たした方に受講証明証を発行します。

会場出入口

7

7

出入口

出入口

出入口

登録所

登録所

登録所

アイ・イート
アドイン研究所
笑農和
エボレボ
大坂林業
ソーケン
ダイヤ工業
タキゲン製造

Doog（ドーグ）
Happy Quality 
プロダクト ソリューション
　エンジニアリング
MOGITATe/『納屋ラボ』
有人宇宙システム
ロボットビジネス支援機構

第46回 プラントメンテナンスショー
旭化成エンジニアリング MA-119

アスマップ MA-044

イージーメジャー MA-062

イシザキ MA-159

エーエムエー エキスパートアイ MA-200

エクサ MA-086

エヌアールイーハピネス MA-083

大浦工測 MA-049

カナフレックスコーポレーション MA-046

関電プラント MA-174

クアンド MA-196

ケイエルブイ MA-034

ケミカル山本 MA-063

ＫＥＬＫ MA-156

KOA MA-069

サトーパーツ MA-161

山九 MA-001

三和工機 MA-066

JFEプラントエンジ MA-168

ジェック MA-179

ジェフコム MA-109

システム環境 MA-201

システムプラス MA-152

ジャパンメディアシステム MA-192

潤工社 MA-177

新川電機 MA-139

西進商事 MA-106

大東潤滑 MA-197

太陽誘電 MA-005

千代田ビル管財 MA-199

ティー・アイ・トレーディング MA-157

テイエルブイ MA-135

テクニカルイン長野 MA-089

東京電設サービス MA-084

東朋テクノロジー MA-143

都市拡業 MA-042

酉島製作所 MA-141

レント MB-001

YE DIGITAL MA-181

ワコオ工業 MA-154

<特別企画>工作機械の予知保全・メンテナンス特集
日本ユニシス MA-127

第14回 生産システム見える化展
インプローブ MA-050

ゴビ MA-162

シー・アイ・エム総合研究所 MA-187

シムトップス MA-129

STOVE MA-204

ゼータ・ブリッジ MA-202

大興電子通信 MA-144

ディテクト MA-183

テクノア MA-010

トビー・テクノロジー MA-131

ナカヨ MA-149

日本コンピュータ開発 MA-163

日本生工技研 MA-070

バイオネット研究所／水戸工業 MA-203

バリューテクノロジー MA-090

ビジー・ビー MA-148

ビジネスエンジニアリング MA-146

フォトロン MA-164

フレクシェ MA-165

ポケット・クエリーズ MA-207

ムラテック販売 MA-110

ものレボ MA-184

第5回 自動化・省人化ロボット展
ASPINA／シナノケンシ MA-012

クリエイティブテクノロジー MA-072

ソフトロニクス MA-014

常盤産業 MA-052

第9回 事前防災・減災対策推進展
オサシ・テクノス MA-078

ＫＢドレーン工法協会 MA-058

JX通信社 MA-097

四国総合研究所 MA-098

デロイト トーマツ コンサルティング MA-075

東洋エンジニア MA-077

ミドリ安全 MA-015

ヤマトプロテック MA-055

レジェンドパイプ工法協会 MA-095

第4回 再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展
キンセイ産業 MA-112

ササキコーポレーション MA-092

日本環境協会 MA-118

福岡建設合材 MA-117

富士通特機システム MA-114

丸建興業 MA-132

第2回 地盤改良展
グランテック MA-150

昭和鋼機 MA-134

SUPERJET研究会／X-JET協会 MA-167

東亞合成/TGコーポレーション MA-151

日本基礎技術 MA-133

第14回 インフラ検査・維持管理展
アイ・ロボティクス MB-122

愛知製鋼 MB-053

アイメイヨ MB-124

朝日航洋 MB-007

アドバンテスト MB-111

アルボルデマンサナ MB-021

アンカー健全度協会 MB-109

ANSeeN MB-070

インフォマティクス MB-035

NTTドコモ MB-141

エフティーエス MB-047

オールライナー協会 MB-095

岡谷鋼機／アイサンテクノロジー MB-097

カナン・ジオリサーチ MB-099

KEYTEC MB-033

クモノスコーポレーション MB-065

クラボウ MB-081
クロロガード工業会

（宇部興産建材／宇部興産／日本興業） MB-108

ケイハイ/京葉ガス/京和住設/不二公業 MB-125

ゴトウコンクリート MB-137

三信建材工業 MB-135

ジェイテクト MB-063

ジオ・サーチ MB-005

ジオファイブ／3D-Radar AS MB-101

四国総合研究所 MB-058

ＪＩＰテクノサイエンス MB-049

ジャスト MB-112

ジュンテクノサービス MB-079

太陽計器/Campbell SCI MB-148

ＴＴＥＳ MB-128

テクノドローン MB-136
東設土木コンサルタント/
高速道路総合技術研究所 MB-085

東陽テクニカ MB-037

長野計器 MB-140

ニコン・トリンブル MB-031

西河産業 MB-149
西日本高速道路エンジニアリング
関西 MB-084

西日本高速道路エンジニアリング
中国 MB-067

西日本高速道路メンテナンス九州 MB-083

日新インダストリー MB-126

NIPPO MB-139

日本MMジョイント協会 MB-114

ポート電子 MB-110

マルイ MB-138

マルティスープ MB-150

三井E&Sマシナリー MB-051

レント MB-001

第7回 建設資材展
足立建設工業／東京都下水道サービス MB-041

ウィダス商社 MB-062

宇部エクシモ／建設塗装工業 MB-071

エクセン MB-028

o2カプセル・ボックス MB-057

関西仮設 MB-059

菅機械工業 MB-042

ステップソリューション MB-046

日本製鉄グループ MB-010

ネグロス電工 MB-022

日之出水道機器 MB-008

ホーシン MB-044

マクセルイズミ MB-060

第6回 i-Construction推進展
亀太 MB-116

川田テクノロジーズ MB-154

小峰無線電機 MB-144

サイバネテック MB-131

Synspective MB-145

ソフトバンク MB-142

前田道路 MB-129

みるくる MB-115

レグラス MB-102

第8回 無電柱化推進展
イトーヨーギョー MB-076

エバ・ジャパン MB-106

カナフレックスコーポレーション MB-158

共和ゴム MB-087

クボタケミックス MB-118

クマガイ特殊鋼 MB-146

ジオ・サーチ MB-089

ジオリゾーム MB-094

シンテック MB-078

ニイミ MA-115 

日本アビオニクス MA-205 

日本機械学会／日本トライボロジー学会 MA-123

日本プラントメンテナンス協会 MA-074

日本メンテナンス工業会 MA-029

ハーティング MA-108

日立グループ MA-007

日立製作所 MA-007

日立システムズ MA-007

ブイキューブ MA-194
富士通エンジニアリングテクノロ
ジーズ MA-104

富士ファーマナイト MA-172

ベルテクス MA-025

前田シェルサービス MA-043

八千代エンジニヤリング MA-126

山口産業 MA-124

ユニテック MA-103

ラヴォックス MA-039

Liberaware MA-176

レイズネクスト MA-079

積水化学工業 MB-073

タキゲン製造 MB-132

電線のない街づくり支援ネットワーク MB-093

土井製作所 MB-133

東京都建設局 MB-121

東拓工業 MB-104

日本スピードショア MB-120

古河電気工業 MB-090

未来工業 MB-117

ミリケン・ジャパン MB-092

<特別企画>土木・建設業向けＡＩ／ＩｏＴ／5G
／システム／ツール特集
アイコンヤマト MB-056

インフィニテグラ MB-055

エー・エス・ディ MB-040

京セラ MB-013

コムシス情報システム MB-054

ザクティエンジニアリングサービス MB-038

システム計画研究所/ISP MB-014

富士通Japan MB-152

＜特別企画＞BIM/CIM推進ツール特集
補修技術設計 MB-086

amuse oneself D-014
イエロースキャンジャパン D-004
インプレス D-028
ウイングゲート D-006
エアロセンス D-009
小川精機 D-013
クリアパルス D-005
サイバネテック D-023
SkyLink Japan D-011
スペースワン D-017
TKKワークス D-003
テッド / パナソニック システムデザイン D-033
東京航空計器 D-001
日本建築ドローン協会 D-024
日本ドローンコンソーシアム D-020
日本風洞製作所 D-032
東三河ドローン・リバー構想推進協議会 D-035
兵庫県/新産業創造研究機構 D-027

農業ゾーン
産業技術総合研究所 農-01
高崎健康福祉大学農学部 農-02

千葉大学 農-44

林業ゾーン
森林研究・整備機構 森林総合研究所 林-01
京都府立大学「ニッポニアハード
ウッド®︎」開発チーム 林-02

水産ゾーン
岩手大学三陸水産研究センター 水-01
水産研究・教育機構 水-02
大阪府立大学養殖場高度化推進研
究センター 水-03

畜産ゾーン
広島大学日本型（発）畜産・酪農
技術開発センター 畜-01

石川県立大学 畜-02
ライブストックジャパン

（北里大学発ベンチャー） 畜-03

栃木県畜産酪農研究センター 畜-04
セツロテック 畜-05
山形大学農学部生産機械研究室 畜-06
宇都宮大学 ICTを活用した畜産生産
システム研究開発プラットフォーム 畜-07

食品ゾーン
弘前大学 食-01

食の未来システム創造協議会 総-07
農林水産省農産局農業環境対策課 総-08
群馬大学食健康科学教育研究センター 総-09
名古屋大学工学研究科 堀研究室
／フレンドマイクローブ 総-10

林業イノベーション実現に向けた
研究・技術開発 総-11

選ぶ、食べる、サステナブル展 総-12
ALFAE 総-13
東海国立大学機構岐阜大学 総-14
国際協力機構 総-15
今後の肥料を一緒に考えてみませ
んか？＜未利用資源の有効活用や
肥料ITを通じて＞

総-16

FAMIC（農林水産消費安全技術センター） 総-17
新エネルギー・産業技術総合開発
機構（ＮＥＤＯ） 総-18

農林水産省経営局金融調整課 総-19
東京海洋大学 総-20
農林水産業における知的財産権・
契約実務（弁護士知財ネット） 総-21

三重大学 大学院生物資源学研究科 総-22
北海道ヘンプ協会 総-23
マッチングスペース 総-24

アグリオープンイノベーション機構 農-03
クピド・ファーム 農-04
山梨大学 農-05
サナテックシード 農-06
JST OPERA食と先端技術共創
コンソーシアム「食の未来を拓く革
新的先端技術の創出」

農-07

果樹用追従型運搬ロボット開発コ
ンソーシアム（代表：山口県農林総
合技術センター）

農-08

秋田県立大学 農-09
大阪府立大学植物工場研究センター 農-10
元氣農業開発機構 農-11
農林水産環境技術センター 農-12
日本大学産官学連携知財センター 農-13
統合型農作物病虫害防除システム
研究開発プラットフォーム 農-14

マッチングスペース 農-15
高知工科大学 農-16
高知大学 農-17
高知県庁 農-18
東京都農林総合研究センター 農-19
国際農林水産業研究センター 農-20
鹿児島大学 農-21
宮崎大学 農-22

北海道大学 ロバスト農林水産工学
国際連携研究教育拠点 食-02

東京薬科大学 イノベーション推進センター 食-03
吉備国際大学　農学部　醸造学科 食-04
奈良県農業研究開発センター 食-05
崇城大学 食-06
フードメディシンネットワーク/腸管
免疫研究所/ＬＩＫＥ ＴＯＤＯ ＪＡＰ
ＡＮ製薬

食-07

岩手大学公衆衛生学研究室 食-08
秋田県立大学 食-09
龍谷大学 食-10
衝撃波応用技術研究所 食-11

「熱中症予防対策商品による地域産
業創出」研究開発プラットフォーム 食-12

全国食品関係試験研究場所長会 食-13
「知」の集積と活用の場 お-09 健康
長寿食品研究開発プラットフォーム 食-14

Japan Ginger 食-15
茨城大学農学部 食-16
健康長寿実現推進機構/農食連携
プラットフォーム連合 食-17

機能性野菜ナスコンソーシアム 食-18
おいしさの科学研究所 食-19

スマート農業実証プロジェクト（農
林水産省／実証プロジェクト参画コ
ンソーシアム）

総-25

農研機構（国立研究開発法人 農
業・食品産業技術総合研究機構） 総-26

農研機構　生研支援センター 総-27
ＳＩＰスマートバイオ産業・農業基盤技術 総-28
農林水産・食品産業技術振興協会 

（略称 JATAFF） 総-29

地域産学連携コンソーシアム 総-30
関東米粉食品普及推進協議会 総-31
ひろさき産学官連携フォーラム 総-32

1-DAY出展ゾーン
DNA鑑定学会 24A
九州大学大学院農学研究院 24B
深紫外LEDの農水産業利用プロ
ジェクト（三重県・三重大学） 24C

ナノアグリ・フォーカス・コンソーシアム 24D
日本きのこセンター　菌蕈研究所 25A
佐賀県産業振興機構 九州シンクロ
トロン光研究センター 26A

岩手県立大学 26B
産学連携学会 26C

栃木県農業試験場 農-23
北陸先端科学技術大学院大学 内平研究室 農-24
植物育種研究所

（北海道大学発認定ベンチャー企業） 農-25

北見工業大学 農-26
ユビキタス環境制御システム研究会 農-27
SDGsに貢献する新たな植物保護
技術研究開発プラットフォーム 農-28

静岡商工会議所 農-29
農林水産航空協会 農-30
岩手県立大学/岩手大学 農-31
東京農工大学 農-32
日本シニア起業支援機構 農-33
広島大学 　植物拠点 農-34
信州TLO 農-35
近畿大学 農-36
小型ロボット農業システム研究グループ

（愛媛大学/CuboRex） 農-37

島根大学・生物資源科学部 農-38
岡山大学　農学部 農-39
東洋大学 農-40
PUiP 大学知財群活用プラットフォーム 農-41
山口大学農学部 農-42
山口県産業技術センター 農-43

岡山オリーブ成分微生物変換高機
能化研究コンソーシアム （岡山大
学/岡山県工業技術センター/日本
オリーブ）

食-20

九州大学大学院農学研究院 食-21
島根大学６次産業化イノベーションチーム 食-22
筑波大学  健幸イノベーション開発
研究センター 食-23

大阪府立大学 研究推進機構 食品
プロセス工学研究室 食-24

エネルギー・環境ゾーン
農学研センター エ-01
福島大学 エ-02

総合ゾーン
日本弁理士会 総-01
避難地域等の営農再開に向けた先
端技術実証研究 総-02

ポリテクカレッジ（職業能力開発大学校） 総-03
「知」の集積と活用の場の取組紹介 総-04
科学を生かす行政に～農林水産省
と一緒に安全な農畜水産物の安定
供給のための研究・技術に取り組み
ませんか？～

総-05

委託プロジェクト研究の最新成果 総-06

ダイヤ工業 B1-01-7
タキゲン製造 B1-01-8
土谷製作所 B9-08
東芝ライテック B9-06
Doog（ドーグ） B1-01-6
中西製作所 B9-01
Happy Quality B1-01-5
プロダクト ソリューション エンジニアリング B1-01-4
マツボー B8-04
MOGITATe/『納屋ラボ』 B1-01-1
有人宇宙システム B1-01-2
ロボットビジネス支援機構 B1-01-3

農産物加工・流通技術展
ホリアキ A8-01

農作業負担軽減展
日本シグマックス A4-04
メルシー A3-01

野菜・果物展
KOYASI A5-05
住化農業資材 A6-07
セイコードー A7-03　
豊橋温室園芸農業協同組合 A6-05
野菜 A5-07

農業資材展
三相電機 A8-04
サンドナイス A7-04
大協技研工業 A7-02
農山漁村文化協会 A3-02
ハクサンインターナショナル A4-01
フローラ A7-01
北陸テクノ A4-03

スマートアグリ技術展
アークステーション ドローンテクニカ上越 B8-01
アイ・イート B1-01-14
アクテック B8-06
アグリジャーナル B8-02
アドイン研究所 B1-01-13
笑農和 B1-01-11
エボレボ B1-01-12
大坂林業 B1-01-10
花王　生物科学研究所 B9-05
小林クリエイト B6-06
植物工場研究会 B6-01
スパイスキューブ/ダイキアクシス B8-03
ソーケン B1-01-9

ふるさと農業活性化展
大船渡市「三陸マリアージュ」
創出・展開プロジェクト A5-06

バイオマスエキスポ
国際農林水産業研究センター B8-07

出水市有害鳥獣捕獲対策協議会/
ジビエ食肉処理施設大幸 A6-11

太田精器/ウルフ・カムイ A6-12
金沢機工 A5-03
ぎふジビエ振興協会 A6-08
Hitec Multiplex Japan, inc. A5-09
マスプロ電工 A5-11
養父市野生動物被害対策推進協議会/
宝塚ジビエ工房 A6-09

ワイズトレーディング A5-08

アイデック A7-20
ECHO（やまびこ） A8-08
キャニコム A8-18
ケルヒャー ジャパン A7-05
小泉製麻 A8-16

国際農業社 A6-04
サンエイ工業 A7-08
三陽金属 A8-07
JALUX A7-10
白崎コーポレーション A7-16
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 A8-15
ニチリウ永瀬 A7-07
バンブー苑 A8-13
ブリッグス・アンド・ストラットン・ジャパン A7-13
丸善工業 A7-18
緑地雑草科学研究所 A7-15

インパック A1-01
エムイーテック A4-07
国産花き生産流通強化推進協議会 A3-05
日本フローラルマーケティング協会 A3-07
ハナノヒ presented by 
HibiyaKadan Group A3-08

フラワー需給マッチング協議会 A4-08

IRS/アイ・アール・システム D-030
アスター D-029



11月24日(水)

主催者講演・出展者セミナー会場A
11月25日(木) 11月26日(金)

11月24日(水) 11月25日(木) 11月26日(金)

10:40～11:20

11月24日(水) 11月25日(木) 11月26日(金)

11月24日(水) 11月25日(木) 11月26日(金)

11月24日(水)

主催者講演・出展者セミナー会場B
11月25日(木) 11月26日(金)

[15:00～15:30]

[15:30～15:50]

[15:50～16:10]

[16:10～16:30]

11:50～12:30

13:30～14:10

14:40～15:20

15:50～16:30

10:40～11:20

10:40～11:20

11:50～12:30

11:50～12:30

13:30～14:10

13:15～13:45

14:40～15:20

14:00～14:30

14:45～15:15

15:50～16:30

15:30～16:00

16:15～16:45

講演会・セミナー一覧

【出展者セミナー】花王株式会社 生物科学研究所

【バイオマスエキスポフォーラム 2021】
地域活性化の新潮流！ 豊富な地元バイオマス資源
を活用した次世代ビジネスプラン

B26-5

B26-1フ

B26-2フ

B26-3フ

B26-4ジ

ア アグロ・イノベーション2021 草刈り・除草ワールド2021草鳥獣対策・ジビエ利活用展2021ジ フローラル・イノベーション2021フ

B24-1草

B24-2ジ

B24-3ア

B24-4フ

B24-5フ

【出展者セミナー】株式会社中西製作所

【パネルディスカッション】
「スマート農業」を加速するための仕組みづくりと課題

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

食べごろ予測サービス「coro-eye（ころあい）」
で創造する果物業界の未来
～世界初の非破壊硬度測定による
食べごろ予測が消費者・事業者に
もたらす価値と果物業界の
未来について～

農家が主役！
生産者と消費者を近づける『農カード』
～若手農家の取組事例～

スマート農業の最新動向と
今後の方向性

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

【対談】

ポストコロナにおける野菜の
生産、加工、流通、消費の現状と課題
～野菜品質評価指標デリカスコアの
　実装による消費拡大の取組～

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？　　　　

不確実な時代に対応する
生鮮流通に向けたデータ連携の可能性
～効率化、付加価値向上、環境対応と
　スマートフードチェーン～

農産物の“価値”を届けるスマートフードチェーン

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

株式会社サトー
 グローバル営業本部 専門部長　佐渡 真一

おがわ農園
　小川 浩康

株式会社MOGITATe
 代表取締役社長　北河 博康

笑農和（えのわ）が提供する
スマート農業のカタチ

株式会社笑農和
 代表取締役　下村 豪徳

「大きく育てるために、小さく始める」
スマート農業の普及・促進で地方創生を実現へ

ビジネスソリューションパートナーズ合同会社
 代表社員・CEO

特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構
 農林水産部会長
　佐々木 剛

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

デリカフーズ株式会社
事業統括本部 品質保証室長　有井 雅幸

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

【出展者セミナー】　ケルヒャー ジャパン株式会社

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

公益財団法人流通経済研究所
  農業・環境・地域部門 部門長 主席研究員

　折笠 俊輔

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

東京都の無電柱化への取組み

無電柱化推進の光と影
～推進を阻むものの正体は！？～

福岡市無電柱化推進プロジェクトチームの
取組みについて

状態監視・診断ソフトウェアACOUS NAVI
によるメンテナンス活動への貢献

2025年のプラント設備保全、その特徴と実践

感染列島強靱化論　
～災害とパンデミックから日本を守る～

道路インフラの保全とそのための技術開発

国土強靭化の推進について
－防災・減災、国土強靭化のための
　5か年加速化対策の取り組み

ICT技術を活用した建設機械の状態監視と
診断システムについて

生産現場でのIoT/AI技術を活用した
スマート保安と品質向上
～最新事例と導入に向けた課題と対策～

先端技術を導入した維持管理への取組み
‐将来に備えた東京メトロの例‐

現場課題シェアを使った気づき提案制度の事例

モバイル＆クラウドの活用で実現する
現場改善活動のデジタルトランスフォーメーション

サプライチェーン途絶／
調達リスクに備える「レジリエンスな組織」

ドローン・外壁点検ロボットを用いた
新しい構造物点検技術の紹介

「安全文化の8軸モデル」を活用し、
安全文化を「見える化」する

チェックシートのデジタル化による
予防保全への移行

音声認識型スマートグラスによる
作業現場のDXと活用事例

保全組織のサステナビリティとデジタル技術

保全組織サステナビリティに向けての
デジタル活用例

ハザードビッグデータが推進する組織の
レジリエンス強化

スマートメンテナンスに向けた取組み

組織における安全文化を創続する
リーダーシップ力の強化

配電盤局所過熱監視センサー（NESH）の開発

産業用ラズパイとMEMSセンサ、
機械学習による製造設備の予知保全

OPC UA活用でここまでつながる設備保全の
デジタルツイン

デジタル人材育成のキーポイント

レジリエンスな会社に育つ2つの観点／
BCP構築、現場強化

アスベスト関係法令の改正に伴う、
設備維持管理への影響

事故極小化に向けた安全文化醸成の処方箋

チェックシートのデジタル化による
予防保全への移行

施工業界からの発信！
作業者向けフランジ締結技能講習

検証：作業現場における協働ロボット活用の
メリットとは？　　　　

首都高速道路の更新事業

潤滑剤分析による機械システムの状態監視と
診断および関連ISO規格の現状について

シーメンスが思い描くデジタル活用
ものづくりの方向性　

会場
参加料

Bホール 特別講演会場
無料 参加方法 本展ホームページからの事前登録制。

席に空きがあれば当日参加可能。

※発表者の都合により、セミナーの中止、または会場・発表会社・テーマ・講演時間が変更になる場合があります。ご了承ください。

会場　メインステージ／セミナールームA／セミナールームB／セミナールームC
特別講演会 主催講演会・出展者セミナー

各セッション完全入れ替え制

会場
参加料

Bホール 出展者セミナー会場
無料 参加方法 本展ホームページからの事前登録制。

席に空きがあれば当日参加可能。

各セッション完全入れ替え制

出展者セミナー（含む 主催者企画セミナー）

講演者：東京都 建設局 無電柱化推進担当部長
　福永 太平

冒頭挨拶：調整中

電線のない街づくり支援ネットワーク 理事 兼 事務局長
ジオリゾーム 代表取締役　井上 利一

福岡市 道路下水道局 計画部 下水道事業調整課
　廣元 竜也

日本精工 技術開発本部 CMS開発センター
執行役 所長　阿知波 博也

日揮 デジタルイノベーション室ビジネスデザイングループ リーダー
　金丸 剛久

日本能率協会コンサルティング デジタルイノベーション事業本部
　松本 賢治

武田薬品工業 グローバル製薬サプライ日本 戦略企画部
プロジェクトマネジメント リード　佐藤 剛

日本能率協会コンサルティング TPM事業本部
ライフサイクルメンテナンスセンター　内田 淳一

日本能率協会コンサルティング デジタルイノベーション事業本部
　松本 賢治

ジェーエムエーシステムズ 事業企画部 事業企画グループ
 マネージャー　菅原 正敬

JX通信社

三信建材工業

ジェック

八千代エンジニヤリング

ブイキューブ

日本能率協会コンサルティング TPM事業本部
 インテリジェントメンテナンスセンター　山崎 辰悟

富士通エンジニアリングテクノロジーズ
保全ソリューション事業部 ビジネス推進部　小林 一誠

JX通信社

山九

ジェック

旭化成エンジニアリング

ハーティング

Empress Software Japan
（調整中）

日本能率協会コンサルティング TPM事業本部
インテリジェントメンテナンスセンター　鐘ヶ江 克則

日本能率協会コンサルティング プロフェッショナルアドバイザー
TPMコンサルタント　山名 智子

JX通信社

アスマップ

ジェック

八千代エンジニヤリング

日本メンテナンス工業会

京都大学大学院 工学研究科
教授　藤井 聡

城西大学 学長
　藤野 陽三

内閣官房 国土強靭化推進室 参事官
神谷 将広

日立建機 ライフサイクルサポート本部 カスタマサポート事業部
 ConSite開発推進部　桑山 長典

日本電気 AI･アナリティクス事業部 シニアマネージャ
　相馬 知也

東京地下鉄 鉄道本部 工務部 土木担当部長 兼 改良建設部
 技術基準担当部長　小西 真治

ユニバーサルロボット 日本支社 代表
　山根 剛

首都高速道路 更新・建設部 プロジェクト推進課 課長
　湯田坂 幸彦

日鉄物流 設備技術部 部長
　四阿 佳昭

シーメンス ポートフォリオ開発本部 部長
　野田 智孝

準天頂衛星システム『みちびき』の概要と
最新利活用事例

小型ドローンを用いた建設現場のDX

日の丸ドローンメーカーACSLの挑戦

建築物点検調査の動向と社会実装

地域特性を活かした官民協議会の取組
－社会実装に向けた自治体の広域連携－

スマート農業における
ドローンセンシング&空中作業の
役割と課題

果樹受粉ビジネスの実用化に向けた
取り組みについて

空飛ぶクルマ（eVTOL）の最新動向と日本での展望

測量分野におけるドローンの利活用

レベル４の実現、さらにその先へ

Matternet社における
ドローン物流の現状と将来展望（仮）

Wing社における
ドローン物流の現状と将来展望（仮）

ドローン物流事業の
社会実装に向けた課題と事例紹介

災害対応もできるドローンの
フェイズフリーな活用を考える

会場　Bホール 特別講演会場JDCフォーラム／特別講演会

内閣府宇宙開発戦略推進事務局
準天頂衛星システム戦略室

　角田 大輔

株式会社Liberaware
代表取締役CEO

　閔 弘圭

株式会社ACSL
取締役会長

　太田 裕朗

一般社団法人日本建築ドローン協会
副会長

　宮内 博之

東三河ドローン・リバー構想推進協議会事務局
（豊川市役所 企画政策課 課長補佐）

　岩本 好生

東京大学大学院 特任研究員
　井上 吉雄

東光鉄工株式会社
 UAV事業部技術アドバイザー

　鳥潟 與明
NTT e-Drone Technologyの
取組みについて

株式会社NTT e-Drone Technology
代表取締役
　山崎 顕

農業用ドローンの普及拡大に向けて
農林水産省 農産局技術普及課 生産専門官　嶋津 光辰

テトラアビエーション 代表取締役社長
　中井 佑

株式会社パスコ
経営戦略本部 災害対策部 部長

　下村 博之

内閣官房
小型無人機等対策推進室 内閣参事官

　小熊 弘明

Matternet社

Wing社

日米のドローン業界比較および利活用動向

Aerial Innovation, LLC
　小池 良次

座長：WorldLink & Company
 執行役員 技術総合化室室長

　渡辺 一生

ANAホールディングス株式会社
デジタルデザインラボ

ドローンプロジェクトディレクター　信田 光寿

ドローン物流の実用化に向けて
楽天G ロジスティクス事業 ドローン・UGV事業部

ジェネラルマネージャー　向井 秀明

東京湾縦断飛行の取組と将来展望

先端ロボティクス財団 理事長　野波 健蔵

防災科学技術研究所
先端的研究施設利活用センター 副センター長

　酒井 直樹

A24-1ア

A24-2ア

A24-3ア

A24-4ア

A24-5ア

A25-1ジ

A25-4草

A25-3ア

A25-2ア

A26-1ア

A26-2草

A26-3ア

A26-4ア

その「外来雑草」対策は何のため？
～管理においてどう認識し
　どう対処すべきか～

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

色の知識は花屋の武器になる
～花を生かす色彩テクニック～

タマゴの魅力を伝え続ける／
タマゴ科学研究会
～科学的・中立的を貫いて～

生活圏の雑草は大問題：
管理者も市民も知らない本当のリスク

私の移住生活レビュー
～山奥でリモートワークをしながら、 
　畑を耕し、イノシシとシカを獲って
　暮らしています～ 

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

花のトレンドを読み解く

これからの花物流

花屋さんでの品質管理
～意識の違いで日持ちは伸びる～

青山フラワーマーケットが支持される理由

このままでいいのか? 鳥獣対策
～自然共生の原点から獣害を考える～

京都大学 大学院 農学研究科 農学専攻
 雑草学分野 教授　黒川 俊二

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

一般社団法人日本カラリスト協会
理事　上田 裕子

キユーピー株式会社
研究開発本部 主幹研究員　田中 敏治 

山本 暁子

マイクロフォレストリサーチ株式会社
 代表取締役　伊藤 幹二

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

株式会社大田花き
商品開発部 部長　宍戸  純

三和陸運株式会社
代表取締役社長　井上 博保

株式会社花佳
　代表取締役社長　薄木 健友

株式会社パーク・コーポレーション
ブランドクリエイター　江原 久司

ワイルドライフ・サポートHARU
 代表　和田 晴美

東南アジアでの熱帯バイオマス資源の安定調達・
利活用技術による地域環境保全と
日本型国際貢献

国際農研
（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター）

生物資源・利用領域 プロジェクトリーダー
　小杉 昭彦

奥久慈流域林業活性化センター
事務局長　小泉 美峰

福島県 東白川地域 4町村広域連携
による森林資源の活用と地域活性

福島県矢祭町、長野県安曇野市、他の自律分散型
バイオマスエネルギーと
地域コラボレーションの方程式

Spanner株式会社
 代表取締役社長　O.バルテンシュタイン

群馬県渋川市、島根県津和野町、
他の自治体とバイオマス資源と
発電ビジネスの協奏曲

フォレストエナジー株式会社
代表取締役社長　沼　真吾

B25-1ア

B25-2草

B25-3ジ

B25-4草

B25-5フ

農業セッション 国際セッション

空飛ぶクルマ（仮） 都市部でのドローン物流の取組

聴講無料 定員100名事前登録制
当日、空きがあれば聴講可能です。

（法人の種類、敬称略）

（法人の種類、敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

会場　主催者講演会・出展者セミナー会場A・B
参加料 無料 参加方法 本展ホームページからの事前登録制。

席に空きがあれば当日参加可能。

各セッション完全入れ替え制

スマート農業による農作業改善ードローン水稲モ
ニタリングと機械学習による農作業の見える化ー
　 岩手県立大学/岩手大学

ドローンとスマートグラスを利用したモモせん孔
細菌病対策　
 山梨大学

無人航空機を活用した革新的ＩＰＭ（総合病害虫管
理）技術体系
 農林水産航空協会

農業日誌アプリ「アグリハブ」の進化～東京発！日
本農業のIT化を推進～
 東京都農林総合研究センター

瞬間的高圧による種子油の高効率抽出

 衝撃波応用技術研究所

品種として商業栽培にいたるまで
品種開発の長い道のりとターニングポイント
（公社）農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)

10:30
▼

12:30

ますます重視される食品のおいしさ、
その見える化と実例　
 おいしさの科学研究所

12:40
▼

16:55

12:40
▼

16:55

12:20
▼

16:15

地域の課題解決に向けた協働・共創による工学的
支援　
 北見工業大学
弱酸性次亜塩素酸水の植物病害防除への活用
 秋田県立大学

天然素材の多機能性に着目した新たな活用方法
を見出す取り組み-香り・化粧品・機能性食品・トイ
レタリー・住環境（木の家・畳）-
　 九州大学大学院農学研究院

ジビエの迅速衛生検査法の開発
　
 岩手大学公衆衛生学研究室
省スペース型ライトトラップによる食品害虫のモ
ニタリング
 茨城大学農学部
吉備国際大学農学部醸造学科が携わった商品開
発事例　
 吉備国際大学　農学部　醸造学科

Internet of Plants(IoP)で変わる高知の農業

 高知県庁
Internet of Plants (IoP)の挑戦
～作物生産のDX～
 高知大学
食農におけるDX、６次産業化とフードシステムの
最適化を支える一般社団法人ALFAEの紹介

　 ALFAE

植物体再生におけるストリゴラクトン生合成阻害
剤および作用阻害剤の効果　
 東洋大学
農業・畜産の新品種開発を支援するゲノム編集プ
ラットフォームサービスのご紹介　 
 セツロテック

植物ストレス耐性向上剤
 静岡商工会議所

木組み温室と自然エネルギー太陽光発電システ
ムの栽培方法
 日本シニア起業支援機構
セミナー
みなさまの技術を「JAS」にしませんか？～JAS
の戦略的活用～
 FAMIC（農林水産消費安全技術センター）石井 修人

(一財)日本きのこセンターにおける食用・薬用き
のこ研究の成果の紹介　
 日本きのこセンター　菌蕈研究所

大阪産機能性農産物のインフォマティクスに基づ
いた先進的食品加工の試み　大阪府立大学　研究
推進機構　食品プロセス工学研究室

JICAにおける民間連携の事例と活用可能な連携
スキーム
 国際協力機構
スマート農林水産業を推進する知財ミックスの手
法（概論と実例紹介）
 日本弁理士会
AIと超高解像度シミュレーションの協働による養
殖水質予測　大阪府立大学養殖場高度化推進研究
センター

森林未利用資源で蘇る中山間地域経済─未利用資
源をレア資源に変え欧米へ高価格で輸出する事業─
 京都府立大学「ニッポニアハードウッド®」開発チーム

健康長寿実現推進機構活動紹介と連携参画募集
　
 健康長寿実現推進機構

青森県ならではの食品素材の栄養・機能性の紹介
　
 ひろさき産学官連携フォーラム
オリーブ葉成分の微生物変換による高機能化　
ーオリーブ花から単離した黒酵母菌による
　新規抗酸化物質Bオリボールの創生ー　
岡山オリーブ成分微生物変換高機能化研究
コンソーシアム(岡山大学/岡山県工業技術センター/日本オリーブ)

タマネギのケルセチンは認知機能維持に役立つ
～高含有品種による機能性表示～　
 植物育種研究所(北海道大学発認定ベンチャー企業)

11:20
▼

11:35

10:40
▼

10:55

11:00
▼

11:15

11:40
▼

12:10

13:00
▼

13:15

13:20
▼

13:35

13:40
▼

13:55

14:20
▼

14:35

14:40
▼

14:55

14:00
▼

14:15

15:20
▼

15:35

15:40
▼

15:55

15:00
▼

15:15

10:30
▼

11:30

セミナー
「生物多様性及びTNFDをめぐる最新動向
～サステナブルな企業経営のヒント～」

あふの環（わ）2030プロジェクト

セミナー

『「知」の集積と活用の場』が推進する
オープンイノベーション！～農林水産省
が推進する産学官連携施策のご紹介～

農林水産省農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室

14:15
▼

15:15

セミナー

大学発ベンチャーから農林水産業にイ
ノベーションを！
【パネルディスカッション】

（株）ウェルナス／
輝翠TECH（株）／

サグリ（株）／
農林水産省経営局金融調整課　他

令和３年度農林水産業等研究分野における大学
発ベンチャーの起業促進実証委託事業

15:30
▼

17:00

表彰

令和３年度（第２２回）民間部門農林水
産研究開発功績者表彰
令和３年度（第１７回）若手農林水産研
究者表彰

14:30
▼

16:30

11:00
▼

12:00

基調講演１

カーボンニュートラルに向かう世界と
持続可能な農業

13:00
▼

14:00

基調講演2

農業による地域デザインのススメ

11:45
▼

12:45

セミナー
多様なJASで御社の技術をアピール！
～JASの戦略的活用～
FAMIC（（独）農林水産消費安全技術センター) 

規格検査部 商品調査課　後藤 裕二
FAMIC（（独）農林水産消費安全技術センター) 

規格検査部 分析調査課　伊藤 義直
13:00
▼

14:00

セミナー
農林水産分野のノウハウ・営業秘密の
保護
【パネルディスカッション】
［モデレーター］

弁護士知財ネット 弁護士　外村 玲子
［登壇者］
•（株）穂海 代表取締役社長　丸田　 洋
•弁護士知財ネット 弁護士　平井 佑希
•農林水産省 輸出・国際局 知的財産課長
 　福井 逸人

セミナー
農業分野のサイバーとフィジカルの融合を「ス
マートフードシステム」で実現する

キリンホールディングス（株）
SIPプログラムディレクター　小林 憲明

セミナー
スマート農業のみらいを語る
～実証から現場実装へ～
【パネルディスカッション】
［コメンテーター］
•農林水産省 技術会議事務局 局長　青山 豊久
•農研機構 理事　 梅本　 雅
［ファシリテーター］
•（株）日本総合研究所 創発戦略センター　三輪 泰史
［パネリスト］
•鹿追町農業協同組合 審議役 今田 伸二
•（株）鈴生 代表取締役社長 鈴木 貴博
•農事組合法人 寄江原 組合長 矢萩 正孝
•東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授　深尾 隆則

セミナー
農研機構セミナー『新しい「食」と「農」を拓く農研機構の新技術』
農業生物遺伝資源利用の取組
 基盤技術研究本部
高周波パルスによる迅速加熱で農産物ペーストの
色や風味を長期間保持
 食品研究部門
排せつ物由来の温室効果ガスを削減する肉用牛飼料の開発 

畜産研究部門
真夏にイチゴ?！四季なりイチゴ「夏のしずく」 

東北農業研究センター
キツ～イ傾斜もおまかせ！らくらく草刈ロボ
 西日本農業研究センター
美味しくてカラダにいい“もち大麦”　
～いろんな食品に利用できます～
 作物研究部門
モデルブタが医療研究の明日を拓く！
生活習慣病、再生医療研究用ブタの開発 
 生物機能利用研究部門
農地の機能を活用した取り組みやすい
農地管理技術で生産性を高めながら温暖化を防ぐ
 農業環境研究部門
堆肥化処理過程における温室効果ガス削減技術
 畜産研究部門
内生微生物を活用した「プロバイオティクス農業」 

生物機能利用研究部門

セミナー
有機農業の現場の課題に対応する技術実証等の動向
農林水産省 農産局農業環境対策課係長　曾我部 亮
農研機構 植物防疫研究部門 所長　眞岡 哲夫

（株）NTTドコモ東北支社 法人営業部
東北復興新生担当課長　山本 大介

（一社）日本有機農産物協会 理事／事務局長
深津 弘行

14:15
▼

14:45

15:00
▼

16:30

10:30
▼

12:30

13:00
▼

14:00

11:00
▼

11:40

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

15:00
▼

15:40

11:00
▼

11:40

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

15:00
▼

16:30

11:00
▼

11:40

12:00
▼

13:00

14:00
▼

14:40

15:00
▼

15:40

11:00
▼

11:40

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

11:00
▼

11:40

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

15:00
▼

15:40

11:00
▼

11:40

12:00
▼

12:40

13:00
▼

13:40

14:00
▼

14:40

15:00
▼

16:30

ビッグデータ、人工知能、数理モデル、画像解析を
用いたスマート農業支援　
 産業技術総合研究所

11:20
▼

11:35

11:00
▼

11:15

13:00
▼

13:15

13:20
▼

13:35

13:40
▼

13:55

14:00
▼

14:15

14:20
▼

14:35

14:40
▼

14:55

15:00
▼

15:15

15:20
▼

15:35

15:40
▼

15:55

11:40
▼

11:55

セミナー
林業イノベーションを広げていくために

 林野庁森林整備部研究指導課　大川 幸樹

セミナー
アルファー化米粉技術
（株）西村機械製作所（関東米粉食品普及推進協議会）

係長　木下 淳友

11:00
▼

11:30

13:00
▼

13:15

スマート畜産における開発技術の紹介-母豚増体
可視化システムと蹄病予測-　宇都宮大学　ICTを
活用した畜産生産システム研究開発プラットフォーム

宇宙技術を活用した地方の未利用地を再生させ
る牛肉生産システムの構築
 鹿児島大学
新世代に対応したスマート養鶏管理システムの開発

 山形大学農学部生産機械研究室

AR(拡張現実)デバイスを用いた豚体重計測技術
とその応用 ～豚の体重が見えるメガネ～

 宮崎大学（地域産学連携コンソーシアム）

カンキツ栽培における通信型マルドリシステムの
開発
 山口県産業技術センター

注目の鳥インフレエンザ予防対策と餌で鳥の腸
が長くなる
 元氣農業開発機構
スマート運搬ロボットによる農作業の負荷軽減～とにかく簡
単、効果すぐ実感、なにより楽
　果樹用追従型運搬ロボット開発コンソーシアム
 （代表：山口県農林総合技術センター）

セミナー
今後の肥料を一緒に考えてみませんか？＜未利用
資源の有効活用や肥料ITを通じて＞
 

農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
　春日 健二

ナノ構造の理解と制御による新ナチュラルチーズ
開発～酪農×工学　 北海道大学
 ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点

健康長寿に向けた生理機能因子の探索と応用～
予防医学と抗老化～　
筑波大学 健幸イノベーション開発研究センター
農食連携プラットホーム連合が開発を進める健康
長寿食品
 農食連携プラットフォーム連合
新しい機能性野菜・ナス

 機能性野菜ナスコンソーシアム

ヘンプ（産業用大麻）とは何か？
日本で新たなヘンプ産業の創出を目指す
 北海道ヘンプ協会

美肌菊～肺炎・ガン・ウイルス感染予防などに役立
つ新規健康素材～
 東海国立大学機構岐阜大学

東京薬科大学キャンパス内の植物から単離され
た野生出芽酵母「東薬・花の酵母」の発酵食品へ
の応用 東京薬科大学 イノベーション推進センター
微生物の潜在能力の発見とその利用技術の開発
-持続可能な人類社会の発展をめざして-　
名古屋大学工学研究科 堀研究室／フレンドマイクローブ

みどり食料戦略システムを短期間で全国に普及さ
せる、最も的確で、安い方法。業務用オーガニック
NAU 農林水産環境技術センター
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種子の寿命が延びる植物表面強化技術

　
 産業技術総合研究所
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天草産モリンガの機能性表示食品としての展開

 崇城大学

-食の未来を拓く革新的先端技術の創出-　
～温室における作物生産性を向上させる数理
モデルならびにAIの活用～　
JST OPERA食と先端技術共創コンソーシアム「食の未来
を拓く革新的先端技術の創出」

新水産実験所を核とした産学官連携の推進

 三重大学　大学院生物資源学研究科

農作業者の気づきを音声で記録・共有・活用する
農業ナレッジマネジメントシステム

北陸先端科学技術大学院大学 内平研究室

作物体内の水分量を非破壊測定可能な小型近赤
外水分計の開発
 宮崎大学

光技術を軸にした統合型病虫害防除システムの
実用化に向けて　
統合型農作物病虫害防除システム研究開発プラットフォーム
機能性があり、食感が独特な新品種米について

 秋田県立大学
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ムーンショットで実現する2050年の食と農の世界
～2050年もおいしく食べ続けているために～
 農研機構　生研支援センター
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セミナー
現場から全国へ発信！スマート農業実
証プロジェクト
静岡県茶業を強くするスマート農業技術の実証成果

静岡県経済産業部農業局お茶振興課
（株）マキノハラボ

ICTに基づく施設キュウリのデータ駆動経営一貫体系の実証
愛知県農業総合試験場 普及戦略部技術推進室

京都府の水稲栽培におけるスマート農業技術・機械の
一貫体系導入事例
京都府農林水産技術センター 農林センター作物部

輸出用高品質米生産体系での最新技術導入によるスマート農業
岩手大学農学部

「スマート農機を活用した大規模露地野菜」の取組
　（株）吉野家ファーム福島

施設園芸多品目に適応可能な運搬・
出荷作業等の自動化技術の実証

宮城県農政部園芸推進課

中山間地域における水稲スマート有機栽培体系の実証
福島県農業総合センター 有機農業推進室

子どもたちが夢と希望を持てる魅力的なスマート農業実践の試み
（一社）北川村振興公社、（株）次世代一次産業実践所、

日鉄ソリューションズ（株）、リデン（株）

阿蘇の広大な放牧地における放牧牛安否確認システムの実証
熊本県農業研究センター 草地畜産研究所

100年先まで持続可能な農業の実現に
向けて～宮崎県新富町の挑戦

（一財）こゆ地域づくり推進機構

スマート農業技術導入による地域水田
農業の活性化プロジェクトにおける成果及び今後の取組

北海道大学大学院、（株）スマートリンク北海道

JA部会管理の効率化
（株）ファーム・アライアンス・マネジメント

自律走行式運搬車両を用いた柿の収穫支援実証の取組紹介
日本システムウエア（株）

セミナー
現場から全国へ発信！スマート農業実
証プロジェクト
加工・業務用野菜サプライチェーン最適モデル構築の
ための機械化一貫体系と広域シェアリング

東京電機大学未来科学部

農業データの一元管理によるスマート農業体系の実証＠新潟市
　新潟市役所 農林水産部農林政策課

有機大豆の収量2.5倍増を目指すスマート有機農業技術体系の実証
石川県農林総合研究センター

水田農業の高収益化を推進するブロッコリー大規模
経営スマート化実証

　石川県農林総合研究センター

多様な品種供給を可能にする中山間水稲採種産地
向けのスマート採種技術の実証
 三重県農林水産部農産園芸課

中山間地域における精密、省力なスマート種子生産技術の実証
宮城県農政部農業振興課

カボチャのスマート栽培技術
農研機構北海道農業研究センター

「IoTデータ活用を通じた持続可能な
養豚繁殖モデルの実証」における取組

家畜改良センター宮崎牧場

AIによる収量・食味予測及び中山間地域における農
業支援サービスの展開

　熊本県立大学 環境共生学部

次世代につなぐ水稲・白ネギを柱にした
中山間地域水田複合経営モデルの実証

鳥取県農林水産部農業振興監経営支援課

アスパラガス栽培におけるスマート農業技術の活用
（株）セラク

ローカル5G・スマート農業技術等を
活用した茶の高度生産体系の実証

鹿児島大学農学部

ＡＩ、スマートグラスを使用したブドウ栽培管理
ソリューションのご紹介

（株）YSK e-com

セミナー
現場から全国へ発信！
スマート農業実証プロジェクト
スマート技術と定量的評価による
高品質トマトの計画生産

ベルファーム（株）、
農研機構野菜花き研究部門

中山間地でも持続可能な
スモールスマート農業の確立

浜松市産業部農業水産課

大規模水稲作営農における自動運転
農機とデータ駆動型生産の導入効果

農研機構 中日本農業研究センター

大区画水田ほ場におけるたまねぎ等高収益作物の省
力機械化一貫体系の実証

富山県農林水産部農業技術課
広域普及指導センター

計画的安定出荷に対応した露地小ギク
大規模機械化生産体系の実証

秋田県農業試験場

「農業版iCD」による生産者診断・育成の
事例紹介

（有）トップリバー

農業用ドローンを活用した農薬散布の作業効率化と
労働力削減の実証

ＪＡ幕別町

スマートフードチェーンによる野菜生産強靭化の実証
愛媛大学地域協働センター西条

未来型かんきつ生産に向けたスマート
営農体系の確立

愛媛県南予地方局農林水産振興部
八幡浜支局

（株）ＮＰシステム

中山間地適用通信技術を活用する自動操舵一貫体系
およびセンシング技術の多目的利用体系の実証

JAつべつ

パイプハウス土耕栽培葉菜類のIoT化・
機械化によるスマート化実証

（株）果実堂

ロボットやデータ等を活用したみかんの
省力管理と品質向上

静岡県経済産業部農業局農業戦略課

11月24日(水)

11月25日(木)

11月26日(金)

東京大学
未来ビジョン研究センター

　教授
高村 ゆかり

株式会社エムスクエア・ラボ
（m2Labo.）

代表取締役社長
加藤 百合子
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