
1 

 

 

 

2017 年 6 月 28 日 

報道関係各位 

一般社団法人日本能率協会 

産 業 振 興 セ ン タ ー 

「農業資材と農業設備」「6次産業化・農商工連携」を提案 

アグリ×フードプロダクツ展 2017 in九州 
一戸建から団地・マンション・賃貸住宅まで、住まいの建材・部材・設備・サービスを提案 

第 2回九州ホームショー 

いよいよ７月５日開幕！ 

一般社団法人日本能率協会（東京都千代田区、会長：中村正己）は、2017年7月5日（水）、6日（木）

にマリンメッセ福岡（福岡県福岡市）で、農業生産・加工・流通・販売に関する専門展示会「アグリ×

フードプロダクツ展 2017 in 九州」ならびに一戸建てから団地・マンション・賃貸住宅まで住まいに 

関する建材・部材・設備・サービスが一堂に集う展示会「第2回 九州ホームショー」を開催します。 

 開催を記念し、７月５日（水）9：35～10：00 に、オープニングセレモニーを実施いたします。 

 

アグリ×フードプロダクツ展 2017 in 九州／第 2 回 九州ホームショー 

合同オープニングセレモニー 
日 時：２０１７年７月５日（水）９：３５～１０：００ 

会 場：マリンメッセ福岡（福岡市博多区沖浜町 7-1） エントランスロビー 

出席者：        九州農政局 局長                                   金丸 康夫氏 

                                九州経済産業局 局長                          髙橋 直人氏 

                                中村学園大学 学長                              甲斐 諭 氏 

         一般社団法人日本能率協会 理事長 吉田 正 

つきましては、合同オープニングセレモニーをご取材いただきたく、お願い申しあげます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

【両展共通】 

主 催 一般社団法人日本能率協会 

会 期 2017 年 7 月 5 日（水）～6 日（木）10:00～17:00 会 場 マリンメッセ福岡 

入場登録料 ￥1,000（税込。ただし、事前登録証持参者、招待状持参者および学生は無料。） 

 

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ取材をご希望の方は、事務局にてﾌﾟﾚｽ登録をお済ませのうえ、9:35 までにﾏﾘﾝﾒｯｾ福岡 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰへ直接お越し下さい。 

 

【本件に関するお問い合せ】一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内 

     アグリ×フードプロダクツ展 2017 in 九州（担当：栗橋） 

     第 2 回 九州ホームショー事務局    （担当：堀内・赤木） 

     〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-2-2 住友商事竹橋ビル 14F  

     TEL： 03-3434-1988 ／ FAX： 03-3434-8076  

 ※取材のお問い合せは、広報室（TEL：03-3434-8620、担当：斎藤）へお願いいたします。 

N e w s  L e t t e r 

７月５日取材のお願い 

【ｱｸﾞﾘ×ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ展 2017 in 九州開催概要】 

出展企業 65社・74ブース 

来場予定者数 約 3,500 名（両展あわせ） 

後援 九州農政局、九州経済産業局、福岡市、 

日本貿易振興機構（ジェトロ）、九州大学、  

九州農業成長産業化連携協議会 (順不同) 

ホームページ http://www.jma.or.jp/ai/kyushu/ 

【第 2 回九州ホームショー開催概要】 

出展企業 65社・96ブース 

来場予定者数 約 3,500 名（両展あわせ） 

ホームページ http://www.jma.or.jp/khs/ 

http://www.jma.or.jp/
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＜アグリ×フードプロダクツ展 2017 in 九州の主なみどころ＞ 

 

１．農業資材・機器、流通関連、IT 関連企業など 65 社が出展 
 第 3 回の開催となる今回は 65 社が出展し、九州の農業経営者に向け、生産から流通・物流サービスまで、

様々な分野で提案が行われます。 

 出展企業・団体（50 音順） ※下線印は、九州出展者 
 
アースクリエーション、IT工房 Z、アグリ・プラン、イーズ中部、イノチオアグリ（イノチオ精興園、 

イノチオホールディングス）、ESRIジャパン、オーケープランニング、オランダパビリオン、 

鎌倉製作所（のむら産業）、北日本サッシ工業、九州バイオリサーチネット（農研機構九州沖縄農業研究センター、

森林研究・整備機構森林総合研究所九州支所、九州大学大学院農学研究院、 

長崎県農林技術開発センター森林研究部門、サナス、鹿児島大学農学部、熊本県農業研究センター、 

健康機能性いぐさ利用拡大コンソーシアム、農林水産物の輸出促進研究開発プラットフォーム＠九州・沖縄）、 

クイック・ロック・ジャパン、クリエイト光、久留米原種育成会、佐藤産業、三州産業、 

四国総合研究所、シンワ（今村機械、ヤマト商工、ストラパック、大和製衡）、スナオ電気、積水化学工業、 

石膏再生協同組合/大坪 GSI、セラク、タイヘイテクノス、大和鋼管工業、タキゲン製造、 

ディーピーティー、トーホー工業、ドーワテクノス、TOMTEN(トムテン)、トヨタネ（デンソー）、ナガノ、 

日農工業、ニッポー、日本フローコントロール、ネットワークテクノス、農文協、パナソニック、富士通、 

ホリアキ、ホリックス、※メルシー 

 

２．セミナー 
7 月 5 日（水）セミナー会場 A 【特別プログラム】                    （敬称略） 

10:10－10:40 オランダ農業クラスターの課題と展開 
オランダ王国大使館農務参事官  エバート ヤン・クライエンブリンク 

（逐次通訳 オランダ王国大使館上席農務補佐官 齊藤裕子） 
 
 

7 月 5 日（水）セミナー会場 C                              （敬称略） 

10:30－11:30 福岡・九州産農林水産物の輸出の取組み 

福岡県 農林水産部 輸出促進課 課長  松﨑賢明 

12:00－13:00 買いたくなる商品をどうつくる？ 

イオン九州株式会社 執行役員 九州商品開発部長 池畑 哲也 

13:30－14:00 施設園芸をトータルサポート「養液栽培と環境制御機器の紹介」 

トヨタネ株式会社 

14:30－15:30 日本人労働力の現状とこれからの農業経営 

有限会社木之内農園 役員 代表取締役 会長 木之内 均 

16:00－16:30 「農業分野におけるＩＣＴ活用の現状と可能性について」 

～食・農クラウドＡｋｉｓａｉの取組みについて～         富士通株式会社 

7 月 6 日（木）セミナー会場 C                              （敬称略） 

10:30－11:30 
障がい者の活用で経営の黒字化を実現する。脱サラで新規就農、７年目の挑戦。 

株式会社船井総合研究所 第三経営支援本部 楠元武久 

アルファイノベーション株式会社 代表 山田浩太 

12:00－13:00 
日本産農産物の輸出にともなう課題とその対応について 

九州農産物通商株式会社 代表取締役 波多江 淳治 

13:30－14:00 
施設園芸 強靭化時代の幕開け 

佐藤産業株式会社 

14:30－15:30 
6次産業化、農商工連携その次に来る農業と他業界の連携とは？ 

株式会社船井総合研究所 第三経営支援本部 楠元武久 

16:00－16:30 
農業における外国人労働力の確保について 

有限会社コセンファーム 代表取締役 古川 拡 

※発表者・内容は都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。 
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＜第２回 九州ホームショーの主なみどころ＞ 

 

１．建材・部材・設備・サービスなど６５社が出展 
 ２回目の九州開催となる今回、６５社が出展し、九州の工務店、住宅メーカー、リフォーム会社などに 

 向けた提案を行います。 

 

 出展企業・団体（50 音順・共同出展含む） ※下線印は、九州地域の出展者 
 
ASANO 浅野金属工業、旭パワーマネジメント、旭テクノロジー、安心計画、池永セメント工業所、 

石蔵商店、イブニーズ、NOGUCHI、オフィス ECO、ウィンゲート、エージェイエフ、アップルゲート ジャパン、 

プロホーム・大台、塩ビ工業・環境協会、圓結び ココデリフォーム、オクト、北恵、岐阜県木材協同組合連合会、

岐阜県東濃検品品質管理センター、クラボウ、GROOVE、建築知識、コシイプレザービング、越井木材工業、 

コボット、更科製作所、SUNCRECO、三洋、地盤ネット、新建新聞社、シンジェンタジャパン、新和リファイン、

カラーワークス、住理工商事、ダイコク、タカヤマ金属工業、タナカ、ツネミ、デコス、東邦アストリー、 

東洋コルク、日本アクア、日本建築家協会 九州支部、日本住宅新聞社、日本住宅保証検査機構、ハウゼコ、 

バンブーマテリアル、ヒロテック、FEROOF、福地建装、プレイリーホームズ、マツナガ、マーベックス、 

水上金属、ミヤキ、夢現設計室、無添加住宅、名優、メタル建材、メルシー、やまぐち木の家等推進協議会、 

油化三昌建材、ユニマットリック、YSK サポート、脇田石材 

 

２．「講演会＆プレゼンテーションセミナー」 
 
日本建築家協会 九州支部による講演など、全 10 セッションを行います。 

 

7 月 5 日（水）                                    （敬称略） 

11:00－12:00 住宅生産施策～最新の動向～ 

国土交通省 九州地方整備局 建政部 住宅調整官 石井 秀明 

13:00－13:30 金属サイディング外装重ね張りリフォームのご提案  

日本金属サイディング工業会 西山 雄治 

14:00－14:30 「無添加住宅®」という切り札 

工務店はまだ伸びシロがある   

株式会社無添加住宅 

15:00－15:45 地方におけるリノベーションビジネスの可能性 “古ビル活用を考える”  

一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 会長／ 

u.company 株式会社 代表取締役 内山 博文 

16:00－16:45 デザインの川上に向かって 

株式会社スピングラス・アーキテクツ 代表取締役 松岡 恭子 

（日本建築家協会 九州支部） 

 

7 月 6 日（木）                                    （敬称略） 

11:00－12:00 地域が元気になる仕組みをつくる 

株式会社アトリエ・天工人 代表取締役 山下 保博 

13:00－13:30 エクステリア CAD【RIKCAD】活用の工務店様向け事例紹介 

株式会社ユニマットリック 福岡営業所 セールスチーム リーダー 占部 圭祐 

14:00－14:30 新築・リフォーム積算と見積ソフトの新常識 

安心計画株式会社 

15:00－15:45 加速する ZEH市場～パリ協定が住宅市場に与える衝撃～ 

一般社団法人 ZEH推進協議会 代表理事 小山 貴史 

16:00－16:45 住宅・住宅産業への社会的ニーズを考える 

株式会社環・設計工房 取締役会長 鮎川 透 

（日本建築家協会 九州支部） 

※発表者・内容は都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。 

以上 


