農林水産省・食品輸出促進緊急対策事業のうち農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業

イベントとシンポジウム の ご案内
2017 イベント開催

［千葉］
2月15日（水）〜17日（金）

2017 シンポジウム開催

［大阪］1月23日
（月）／［東京］1月26日
（木）／［千葉］2月17日
（金）

イベント開催概要「食と農 オーガニックの新時代」有機農産物需要喚起イベント
会 場：

2017年2月15日（水）〜17日（金）10:00〜17:00（最終日は16:00）
千葉：幕張メッセ 展示ホール 7

有機農産物需要喚起事業では、2017年スーパーマーケット・
トレードショーにて数多くの流通・小売関係者へ有機JAS認
証の理解と、有機農産物の需要喚起を目的に「①有機農産
物生産者および関係者がパビリオン内に出展」「②商品と
資料を展示し、事務局専門担当者が応対」する。2つのスタイ
ルでイベントを開催します。

2017年
1月20日締切

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事業活動パネル展示

受付

商談テーブルコーナー
（共有）

3000

会 期：

出展無料

展示台ブース
（国産有機JAS商品：加工品・青果）

45×30cmを1枠として商品展示
計24社
H750×W990×D990

スーパーマーケット・トレードショー 展示会の詳細は

出展社展示
テーブル

http://www.smts.jp/

出展社展示
テーブル

出展社展示
テーブル

H750×W990×D700

〈① 出展募集〉

出展社展示
テーブル

出展社展示
テーブル

出展社展示
テーブル

出展社展示
テーブル
3000

〈② 出展募集〉

募集社数（予定）：7社
募集対象：有機JAS認証取得の全国有機農産物生産者および関係者
出展費用：無料
出展条件/募集締切日：前日搬入と3日間の出展日時を遵守、2017年1月20日までに
ウェブサイト
（掲載申込書）
よりお申込頂ける方、販売禁止。
商談応対：展示ブース（テーブル前）、商談の際は共有商談コーナー使用可
提供されるもの（予定）：1テーブル（90cm×70cm）
、社名板
別途費用のかかるもの：コンセント・電気使用量
試飲・試食：未定

募集社数（予定）：24社
募集対象：有機JAS認証取得の全国有機農産物生産者および関係者
出展費用：無料
募集締切日：2017年1月20日までにウェブサイト（掲載申込書）より
お申込頂ける方。
商談対応：商品展示と事務局が資料の配布を行います、商品の返却は
できません。
提供されるもの（予定）：展示テーブル（45cm×30cm）
、商品案内パネル

選定基準：① ② 応募多数の場合は聞取りの上、事務局にて決めさせていただきます。
出展選定基準
認証でない自然農法、有機農法、有機転換中の農産物は説明ができるもの
有機加工品は原材料の証明ができるもの、
また国内産原料であること
● 特別栽培農産品のみの出展はできません
● アンケートのご回答いただく
ことも必須です。当事業で皆様より提出いただく個人情報は、事業者・主催者と
共有させていただきます。有機農産物の発展のために使用されることがあります旨、
ご了承ください。
●
●

図面・パビリオンイメージは変更になる場合があります。

お問い合わせは
「食と農 オーガニックの新時代」パビリオン イベント事務局
直通連絡先 TEL : 090-6514-8263 FAX : 03-3454-0758 E-mail : yamada.sa@deluxe.ocn.ne.jp 担当：山田

「オーガニック」
をキーワードに、
これまで身近に触れる機会の少なかった。
「安全で安心な食材による学校給食」、
「国際化に向けた有機

シンポジウム
参加料無料
（事前登録制）

農産物利用への取り組み」、
「有機農業が生み出すビジネスや 福祉」などのテーマに関してシンポジウムを開催いたします。
有機農産物事業に関わる皆様の ご参加をお待ちしております。

来場対象：有機農産物に関わる生産者、
流通・小売業、
商社、
飲食業者、
学校関係者、
官公庁、団体等

シンポジウム
2017

大 阪：1月23日（月）TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場4-3-2 御堂筋MIDビル
東 京：1月26日（木）品川フロントビル 東京都港区港南2-3-13
千 葉：2月17日（金）幕張メッセ国際会議場 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

シンポジウムのお申込はウェブサイト
「事前登録フォーム」または 事務局へ

http://yuuki-organic2016.com/
主

Tel: 03-3512-5670

催：有機農産物需要喚起事業事務局 (株式会社スペースメディアジャパン内)

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル

TEL : 03-3512-5670

FAX : 03-3512-5680

E-mail : yuuki-organic@smj.co.jp

有機農産物需要喚起事業

イベント開催
※2017年1月4日受付開始

■ 希望の出展 ① または ② の□にチェックしてください ※両方への出展はできません。

締 切：2017年1月20日
（金）
必着

〈出展申込 ① □を希望〉

2017年2月15日
（水）〜17日
（金）に幕張メッセで開催される
「スーパーマーケット・トレードショー」の当パビリオンに3日間参加されることが条件
です。搬入・展示は2月14日
（火）になります。出展料金は無料です（※専用展示テーブルに電源を要する場合は別途費用となります）。パビリオン訪問者へ
テーブル前にて商品を説明していただきます。詳しい商談となる場合は共有商談コーナーの利用も可能。販売は不可。

〈出展申込 ② □を希望〉

2017年2月15日
（水）〜17日
（金）に幕張メッセで開催される
「スーパーマーケット・トレードショー」の当パビリオンに3日間商品の展示（約45cm×
30cm のスペースにディスプレイ）
できます。過去2度の同展示会にて聞き取れた、
「有機JAS認証商品（青果含む）の展示商品を見たい」、特にギフ
トの要望も聞き取れています。事務局担当者が応対し、人員の負担の無い展示形式としました。名刺収集や聞取りを行い終了時にご報告します。
■ 出展者情報をご記入ください ※ ① ② とも会期前・会期中に事務局より連絡が取れるご担当者をご記入願います。
フリガナ

フリガナ

出展社（者）名

代表者名

印

〒
所在地
フリガナ

部署

※代表者と異なる場合のみ

担当者名

役職

携帯番号

TEL

E-mail

FAX

URL
■ 出展品情報をご記入ください ① ② 出展者とも ※② の出展者情報は事務局が応対に使用させていただく場合があります。
出品可能なカテゴリー
に□してください

□ 米・穀物 □

野菜（葉物・実）

□

野菜（根菜）

□

果実

□

茶葉

□

加工品

□ その他（

）

〈特に知ってほしい生産出展品の大まかな供給量もお聞かせください：
「◯月〜◯月に◯◯ t」、
「少量」、
「年間供給可能」等の簡単な記入でかまいません。〉

会期中に展示できる
全ての商品をご記入
ください
（試作品はその旨
ご記入ください）

上記出展品以外の年間
生産情報をお知らせ
ください。全品表
（年間生産カレンダー）
の
提出代用可
〈20〜30文字前後、
できるだけ簡単にお書きください。※社名版①・商品案内パネル②に使用します。〉

自社（者）
キャッチフレーズ
※字数制限はありませんが、パネル制作に長い場合は編集させていただきます。
〈商品の中でも
「イチ押し商品」に付いてお書きください。※社名版①・商品案内パネル②に使用します。〉

商品PR

当事業で皆様よりご提出いただく個人情報は、事業者・主催者と共有させていただくこと。アンケートのご回答いただくことも
必須です。有機農産物の発展のために使用されることがあること、
ご承諾頂ける場合は右 □ にチェック願います。

□

【重要】上記内容は来場者（バイヤー）
に説明の際に必要な内容です、記載もれの無いよう願います。事務局にて選定の上、出展を決定させていただきます。

「食と農 オーガニックの新時代」パビリオン イベント事務局 担当：山田
直通連絡先 TEL : 090-6514-8263 E-mail : yamada.sa@deluxe.ocn.ne.jp
※【ご注意】こちらはイベントのみの運営事務局です。

※添付メールはPDFファイルでお送りください。

FAX送信の前にもう一度FAX番号をご確認ください

FAX 03-3454-0758

