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農作物の生産、収穫、選果、加工、包装、販売における技術・製品・サービスが一堂に！！

「アグロ・イノベーション 2018」
11 月 20～22 日の 3 日間、東京ビッグサイト西展示棟で開催！
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、2018 年 11 月 20 日（火）～22 日（木）
に、東京ビッグサイト（東京都江東区）で、農業に関する総合展示会「アグロ・イノベーション 2018」を、新規テー
マを加えた全 7 つの専門展示会による構成で開催します。今回も農林水産省主催「アグリビジネス創出フェア」との
合同開催であり、シーズの発掘から実用化、さらに実用化された技術の事業化・商業化まで幅広く展示します。
今回の注目は主催者企画『スマートアグリフード マルシェ』。ドローンで撮影した圃場の画像を AI で解析、ピン
ポイントで農薬散布することにより農薬使用量を抑え、安心・安全な農作物を栽培する工程を展示するとともに、そ
の成果物である農作物を即売します。
近年関心の高まる農作業の負担を軽減する製品や、省力化を実現する ICT 活用製品も注目です。

【開催概要】
名

称

アグロ・イノベーション 2018
アグリ生産資材展 2018

スマートアグリ技術展 2018

アグリ・フードビジネス展 2018

アグリ加工・流通展 2018

農作業負担軽減 EXPO 2018

VegeFruPack TOKYO2018

土づくり EXPO2018

主
催
後
援
公式サイト

一般社団法人日本能率協会
農林水産省 経済産業省 日本貿易振興機構(ジェトロ)
http://www.jma.or.jp/ai/

会

期

2018 年 11 月 20 日（火）～22 日（木）10:00～17:00

会

場

東京ビッグサイト

出展製品

西展示棟 1･2 ホール

農業資材、農業 ICT、鮮度管理・品質保持、包装資材、農作業負担軽減ツール、
土壌診断・分析、農産物・農産加工品 他

展示規模

91 社／121 ブース*同時開催の「第 1 回鳥獣対策・ジビエ利活用展」含む

来場対象

農業者、農協・農業団体、流通・小売、商社・卸、外食、自治体・官公庁、
新規就農検討者、農業参入検討企業

来場予定者数

１２，０００名

入 場 料

無料

同時開催

第１回鳥獣対策・ジビエ利活用展

他

ただし、招待状もしくは来場事前登録証持参が必要

野菜・果物ワールド／WINTER SOLUTION TOKYO
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他

◆アグロ・イノベーション 2018 アグリビジネス創出フェア 2018

合同開会セレモニー

2018 年 11 月 20 日（火）9:45～ 西展示棟アトリウムにて
＜列席者＞ ※列席者は変更になる場合があります
農林水産副大臣 小里泰弘氏
農研機構 理事長 久間和生氏
「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 会長 川村邦明氏（前川製作所 専務取締役）
全国農業関係試験研究場所長会 会長 河又 仁氏（茨城県農業総合センター 生物工学研究所 所長）
千葉大学大学院 園芸学研究科 教授 後藤英司氏
東京理科大学大学院 イノベーション研究科 研究科長・上智大学名誉教授 荒木 勉氏
特定非営利活動法人植物工場研究会 会長 古在豊樹氏
一般社団法人日本能率協会 理事 曽根原幹人

注目の主催者企画

×

×

スマートアグリフードマルシェ

企画協力：株式会社オプティム

最先端技術によるドローンとカメラで栽培圃場を撮影した画像を AI にて解析し、病害虫の発生状況を「見える化」
することにより病害虫に対してピンポイントで農薬を散布することができるため、農薬の使用量を大きく抑えた農作物の
栽培が可能となります。また、生産者が実際に圃場巡回をしてチェックをするだけでなく、AI 技術と併用する事でより
精度の高い作物を栽培・供給できるようになります。
消費者に安心・安全な農作物であることはもちろん、生産者にとっても有益なスマートアグリフードの栽培工程展示と
成果物の即売を実施致します。（各日先着 100 個限定の即売です！！）

充実のセミナー（聴講無料・事前登録制）
全 35 セッション、すべて無料で聴講できます。下記は抜粋のため全セミナーや詳細は WEB を参照ください。

【１１月 20 日(火)】
●農林水産省食料産業局長 新井ゆたか氏 『農産物流通をめぐる現状と課題』
●株式会社日本総合研究所 創発戦略センター マネジャー 各務友規氏
『次世代農業ロボット「DONKEY」(仮称)が創る データ駆動型プラットフォーム構想』
●株式会社イトーヨーカ堂 食品事業部 青果部 久留原昌彦氏 『セブンファームの取り組み』
●岡山県 西粟倉村 地方創生特任参事 上山隆浩氏
『岡山県西粟倉村が取り組む農山村の新しいモデル ～林業×ベンチャー×食品加工で地域振興～』

【１１月２１日(水)】
●株式会社オプティム 代表取締役社長 菅谷俊二氏 『オプティムが描くスマート農業』
●明治大学農学部農学科 野菜園芸学研究室 准教授 元木 悟 氏
『アスパラガスの「採りっきり栽培®」～常識を覆す新栽培法～』
●農研機構 生物機能利用研究部門 遺伝子組換え研究推進室 上級研究員 四方雅仁氏
『ゲノム編集を利用した農作物の品種改良』
●イオンアグリ創造株式会社 代表取締役社長 福永庸明氏 『イオン農場の取組』

【１１月２２日(木)】
●株式会社クボタ 特別技術顧問 工学博士 飯田 聡 氏 『クボタの次世代農業への取り組み』
●千葉大学大学院園芸学研究科 教授 後藤英司氏 『植物工場の未来 ～世界に広がる無限の可能性～』
●青森県立五所川原農林高等学校 教頭 髙野浩輝氏
『国際標準で日本の農業を牽引する 次世代の人財を育てる取組』
●株式会社農協観光 執行役員 営業企画部長 齋藤充利氏
『地域資源の有効活用で新たな「農村ビジネス」を』
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●ビオセボン・ジャポン株式会社 商品部 部長 今井顕輝氏 『ビオセボン・ジャポンの取り組み』
●株式会社農業総合研究所 代表取締役社長 及川智正氏 『ゼロから上場まで～新しい農産物流通への挑戦～』

注目の出展製品（一部）をご紹介
出展者名：イルミナ
次世代シーケンサー(NGS)
iSeq 100 システム

次世代シーケンサー(NGS) iSeq 100 システムの展示を
はじめ、NGS の入門資料、農学、微生物学関連の論文要
旨集などをご用意しています。
ゲノムの力で農業の課題に挑戦する研究を支援する、ジ
ャパンアグリ iSeq グラントのフライヤーも配布します。
また、ブースでアンケートにお答えくださった方には、
大好評マンガ「ゲノムに夢中」の冊子版など素敵なグッ
ズを差し上げます！ 是非お立ち寄りください！

出展者名：東京牧場
日本の各地には、未発見の「菌」が存在しており、六次産業に活用できる大きな可能性を秘めています。東京
牧場では、従来は難しかった微少菌の発見やスケールアップを最新のバイオテクノロジーで解決するだけでな
く、商品開発や東京都内での販売をワンストップでサポートできます。会場では東京檜原村のキャベツから新
発見した菌で、乳酸菌ビールを開発し「東京サワーエール」とした醸造例をご紹介しながら、地元菌の発掘を
勧める理由をご案内させて頂きます。

東京檜原村で新発見された乳酸菌から作った「東京サワーエール」 地元独自の匂いや味を実現できる菌発掘

出展者名：ホリアキ
悩み解決の青果包装サポーター。困っていませんか？ 人手不足、魅せるパッケージ。 主役の
中身を活かす為、3 つの取組テーマは、現場主義…お伺いします。省力化…効率化で人手不足
解消。デザイン…思いをカタチにした包装パッケージ。 計量から出荷、加工に関わる包装機
器・資材を提供する『対話』が出来る企業。弊社ブースへ是非お立ち寄りください。

組合せ計量器 TSDW-205

ラップインバッグシーラー機 S/S

加工食品関係資材、機器

「小売店・飲食店様の目玉となる農産物をご提案」 日本中の厳選されたこだわり農家さんから、農園
直送で「商品化された農産物」をお届けします。 農家さんのこだわりや農産物の特徴を、ポップやパ
ッケージングとして商品化することで、農園直送よりも更に一歩踏み込んだ売り場作りが可能になり
ます。 他店と差別化できる売り場作り、お客様の目をひくメニュー作りをお手伝いします。
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出展者名：渡辺パイプ
営農家の方の課題となっている人手不足解消を目指しプロに頼める農作業助け合いサイト、
「アグリウィズ」サービスをスタート致しました。サービス領域は農作業請負から農機具の貸し借り、
販促ツール作成や農産物の流通まで、農業のありとあらゆる領域をカバー致します。

出展者名：アグリパートナー
香川県産「曽保みかん」：
ー
その人気から、ほぼ香川県内で消費されるブランドみかん
香川県産「さぬきのめざめ」：
近年はメディアに取り上げられることも多い、香川県だけで栽培される高級アスパラ
香川県産「シシリアンルージュ」：
加熱調理すると甘みと旨みが増して美味しくなるイタリアントマト
兵庫県産「減農薬丹波ひかみ米コシヒカリ」：
某航空会社ファーストクラス機内食にも採用されている、農家さんこだわりの減農薬栽培
種子島産「安納芋、安納芋加工品」：
安納芋の本場種子島産、農家さんが責任持って完熟させた、完熟安納芋とその加工品
熊本県産「肥後グリーン」：
主に熊本県で生産される高糖度、シャキシャキ食感の青肉系メロン
その他日本全国こだわり農家さんの農産物を取り扱っています。

香川県産「曽保みかん」

香川県産「さぬきのめざめ」

種子島産「安納芋」

11 月 13 日現在の情報です。その他出展企業および出展製品の詳細は、公式ホームページ
http://www.jma.or.jp/ai/「出展者検索（Web ガイド）」に掲載しています。
【本件に関する問い合せ先】
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター内アグロ・イノベーション事務局（担当：原田・中野・香川）
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22 TEL: 03-3434-1988 E-mail : ai-e@jma.or.jp
【取材のご案内・プレス登録方法】
・テレビ・ラジオメディアのご取材は、事前に下記フォームよりご連絡願います。
https://pro.form-mailer.jp/fms/a3a84ec3146693
また、ご取材日当日は展示会場内プレスルームにお越しください。
・取材にあたっては、展示会場でのプレス登録が必要です。名刺を 2 枚ご用意いただき、
来場当日は、プレスルームにてお手続きをお願いいたします。
・プレスルームのご案内：【場所】西 1 ホール 2 階 商談室(6) 【時間】11/20(火)～11/22(木) 9:30～17:00
4

