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国際ウッドフェアは林業に関わるあらゆる最新の
機器、技術、情報が国内はもとより海外からも集
まる国際展示会。
自治体、国内外の林業従事者、
メーカー、商社などが交流し、グローバル競争で
勝ち抜く
「攻めの林業」実現に向けた技術・ノウ
ハウを習得する機会を創出します。

概要
名

称：国際ウッドフェア2017

主

催：フジサンケイ ビジネスアイ

共

催：Klagenfurter Messe

特 別 協 力：長野県／オーストリア大使館 商務部
運営事務局：George P. Johnson

ごあいさつ
長野県知事 阿部 守一

会

期：2017年5月24日（水）〜 26日（金）

会

場：ビッグハット（アリーナ・屋外駐車場）

入
後

場

料：無料
援：後援・協賛等については、関係省庁、団体へ申請し、
決定次第ホームページに掲載します。

国内外から林業の躍進に不可欠な林業機械やバ
イオマス関連機器等が一堂に会する「国際ウッド
フェア」の記念すべき第1回が本県で開催されます

来場対象

ことを大変うれしく存じます。

■自治体関係者（林業部門）
■日本全国の林業関係者
■電力事業者
■東アジアの林業関係者

長野県では、平成28年6月の「第67回全国植樹
祭」、同 年8月の『第1回「山 の日」記 念 全 国 大 会』
など、全国的なイベントを通して、本県の豊かな森
林や山々に育まれた「木と森の文化」を広く発信し
ており、本フェアでも林業機械の展示・実演のみな

■林業機械メーカー
■商社、バイヤー
■エネルギー関係者

併催企画

らず、併催企画としてセミナーやシンポジウムも開

技術セミナー：最新技術と動向を紹介するセミナー

催され、林業関係の最新技術や動向についての情

基 調 講 演：オーストリア政府関係者（農林水産大臣など予定）

報発信も行うため、出展社の皆さんにも大変有意
義なイベントになると考えております。
長野県は、県土の約8割が森林であり、豊富な森
林資源を有する森林県です。
県では、森林県から林業県へと飛躍すべく、平成
25年度から林業・バイオマス先進国であるオース
トリアと連携し、技術の導入に努めるなど、林業の
再生に向け具体的な動きを加速化させています。
本フェアの開催により、本県はもとより国内の林
業の活性化が進むことを強く期待いたしますととも
に、本フェアへの皆様のご参加を心からお待ちして
います。

日本政府関係者（農林水産省、林野庁など予定）
自治体関係者（長野県知事など予定）

セミナー／ ：林業関係者による関連トピックス・製品情報
シンポジウム
CLT工法／木質バイオマス関連／
森林マイスター制度／ドローン活用

開催までのスケジュール
2017年 2月28日
（火）
3月上旬
（予定）
4月上旬以降
5月22日
（月）
5月23日
（火）
5月24日
（水）
〜26日
（金）
7月下旬頃

出展申込締め切り
出展社説明会
来場者募集活動
基礎装飾・出展社搬入
出展社搬入・設営
会期
報告書送付

出展要項
出展小間規格
2970
（芯々）

①屋内 1小間 = 9㎡（間口3m×奥行3m×高さ2.4m）側壁・後壁のみ設置（角小間は側壁なし）
②屋外（駐車場）1小間 = 1㎡（間口1m×奥行1m、スペース渡し）

出展料

250,000 円（税抜）
4小間以上1小間 …… 225,000 円（税抜）

2400

1 小間 ………………

屋内

21,500 円（税抜）
4小間以上1小間 ……… 19,500 円（税抜）

屋外（駐車場） 1 小間 …………………

2970（芯々）

小間形態・装飾高さ制限
1〜3小間 … 並列小間のみ（高さ：4mまで使用可能
※但し、1mセットパックした部分のみ）
4〜5小間 … 並列小間、ブロック小間より選択可能
（高さ：4mまで使用可能 ※但し、並列小間は1mセットバック）
6小間以上…原則ブロック小間のみ（高さ：5mまで使用可能）
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は
事務局まで相談下さい。

3m

9m
※3小間並列小間の場合

6m
※4小間ブロック小間の場合

搬入・設営時の諸注意
【屋内】
・床荷重：5,000㎏／㎡
・搬出入口：高さ3.8m×幅3.4m
・アンカーは打てませんので予めご了承ください。
・クローラーなどの機械を展示する場合は、敷鉄板など
で養生してください。
・クローラーなどの走行はご遠慮ください。

【屋外（駐車場）
】
・天井はありませんので、天候に左右される展示物のお取り扱いにはご注意ください。
・クローラーなど機械を展示する場合は、敷鉄板などで養生してください。
・クローラーなどの機械の自走はご遠慮ください。
・木材を使用するデモンストレーションを行なう場合は、木くずなどがブース内の所定
場所から外に飛散しないようにご注意ください。

小間の仕様など、出展に関しましては、www.woodfair.jp をご確認ください。

※屋内のみ

※詳細・申込については、出展申込後にお送りする出展社マニュアルにてご案内いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。
▶1小間タイプ（開口3m×奥行3m）

107,000 円（税抜）

▶2小間タイプ（開口6m×奥行3m）

社名板

Company Name
スポットライト×２灯

186,000 円（税抜）

社名板（パラペット）／社名表示（黒・ゴシック）／受

社名板（パラペット）／社名表示（黒・ゴシック）／受付

付カウンター：1台（W900×D450×H930）／床面カ

カウンター：1台（W900×D450×H930）／床面カーペ

ー ペット／ 電 気（FL40W：1灯、SP40W（LED）
：2灯）

ット／電気（FL40W：2灯、SP40W（LED）
：4灯）／折り

／折りたたみ椅子：1脚／名刺受け：1個／ 1kW以内

たたみ椅子：1脚／名刺受け：1個／ 1kW以内の電気

の電気幹線工事費、使用料／コンセント：1個

幹線工事費、使用料／コンセント：1個
※3小間以上のタイプは事務局へお問合せください。

2400

パッケージ装飾

２口コンセント

受付カウンター

折りたたみイス

2970（芯々）

企業プレゼンテーション
1セッション

50,000 円（税抜）

ホームページ広告
1枠

※詳細・申込については、出展申込後にお送りする出展社マニュアルにてご案内いたします。

50,000 円（税抜）

※詳細・申込については、出展申込後にお送りする出展社マニュアルにてご案内いたします。

出展対象

会場案内図

林業
チェーンソー、ソーチェーン目立て機、フェラーバンチャ、グラップル、
ハーベスタ、枝打機、プロセッサ、フォワーダ、集材機、自走式搬器、運
材車、トラクター、モノレール、索道、リモコンウインチ、タワーヤーダ、
ホイールローダ、スイングヤーダ、スキッダ、ハンマナイフモア、PATブ
レード、ブッシュカッター、洗浄機、ヘッジトリマー、草刈機、ノコギリ、

ビッグハット
〒380-0928 長野県長野市若里3-22-2
Tel：026-223-2223

会場へのアクセス

薪割機、木登り器、防護衣、警報機、ブロア、タブレット、GPS受信機、

バスでお越しの方

ハンディターミナル、各種自動化技術、各種林業用作業資材など

木材加工

アルピコ交通
長野駅善光寺口（2番のりば）〜日赤線
「ビッグハット前」下車徒歩 1 分
路線番号：21番 日赤経由松岡行、日赤経由大塚南行

●

木工加工機、製材機械、合板機械、集成材、繊維材、木材パネル・ベ
ニヤ製造用機械、木端利用、家具・建具手工業用機械、家具製造技術、
木材エネルギー技術、表面処理技術、木工用刃物、電動工具、運搬機
器、
電動装置、測定機器、塗装機器、研磨剤、接着剤、木材乾燥機、刃物、
アルミニウム加工機械、プラスチック加工機械、セラミック加工機械、
レーザー加工機、木材チップ製造機械など

木材建築材料
木製内装材・ウッドパネル、構造材、難燃・不燃木材、古材、外装・外
構用木材、合板集成材、内装用化粧材(板)・フィルム、木製建具・造作
材、合成木材・人工木材およびCLT工法をはじめとした建材・施工方
法など

長電バス
長野駅東口（21番のりば）〜日赤・水野美術館線
「水野美術館」下車徒歩3分
路線番号：15番「日赤線」

●

●

タクシー
長野駅東口から10分

バイオマス
木材破砕機、乾燥機、乾燥施設、木質バイオマス発電・バイオマス熱
利用関連、プラント設計・製造技術、チッパー、バイオマス燃料製造、
バイオエタノール製造関連、バイオディーゼル製造関連、排水処理、
木質固形燃料製造関連、飼料化技術、バイオマスプラスチック、微生
物処理技術、エネルギー回収技術、基礎化学原料・素材、バイオ化学

お車でお越しの方
・長野 I.C.もしくは須坂長野東 I.C.から20分
・国道18号線上千田交差点から西へ500m
・国道117号線荒木交差点から東へ1000m

品、バイオ樹脂、発電事業者、生分解性プラスチック、生分解素材、計
測・分析技術、電気・電子資材、土木・農林資材、各種繊維製品等 な
ど
■長野県庁

R19

バイオマス産業都市、自治体等）
、官学関連（大学、研究機関、団体）
、
海外貿易投資関連、排出権取引、ITソリューション、センシング、測量・

荒木

■
ホクト文化ホール
信大工学部■

●

長野信用金庫
本店

栗田北中

芹田小学校北

NHK
■

長野赤十字病院前

上千田

八十二BK

●

■

旧社会福祉センター
犀川

長野大橋

丹波島橋

日赤■

I.C

上信越自動車道

R117

口
バスターミナル
寺
光
駅
■
善
野
長 口
R19
東

■
消防署

東通り

器、電気・電子資材、土木・農林資材など

長野市役所■

ビッグハット

測定機器、森林設備管理・メンテナンス、流通、ドローン、公害防止機

北

R18

環境都市計画関連（コンサルティング、バイオマス活用アドバイザー、

線

幹

新

陸

須坂長野東

関連機器

長野I.C

主

催

フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社）
お申し込み・お問い合せ
国際ウッドフェア運営事務局 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-24 ラピロス六本木4F（株式会社George P. Johnson内）
TEL. 03-5786-3179 ※事務局受付時間 月〜金（祝祭日除く）10：00 〜 18：00
E-mail. info17@woodfair.jp

