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報道関係者各位
フジサンケイ ビジネスアイ

「次世代林業」実現に向けたノウハウ習得の機会を創出する専門展示会
国際ウッドフェア 2017
5 月 24 日～26 日 長野県ビッグハットで初開催
バイオマスエキスポ 2017 Nagano 同時開催
フジサンケイ ビジネスアイ（日本工業新聞社、代表取締役社長 遠藤一夫）は、2017 年
5 月 24 日（水）～26 日（金）の 3 日間、ビッグハット（長野市若里 3-22-2）で、林業・
バイオマスに関わる商談展示会「国際ウッドフェア 2017」を開催します。
林業先進国オーストリアの在日窓口であるオーストリア大使館商務部をはじめ、「林業
県」をめざす長野県の特別協力のもと初開催を迎える本展示会は、国内外より林業機械や
木質バイオマスを中心とした最新の製品・技術から、行政・大学機関等の取り組みまでを
展示し、林業に携わる出展社、来場者間の交流を促進します。
同時に ICT、ドローン、レーザーセンシングの利活用といった次世代林業を紹介すること
で、日本の林業が進むべき指針を示しつつ、併催する各種セミナー等を通じて林業関係者
の知識習得、スキル底上げの場を提供します。
これにより林業の機械化・安全化、林業従事者の意識改革を図り、日本の林業活性化を
図るきっかけを創出することを目的としています。
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同時開催展：
運営事務局：
入 場 料：
来場者数：

国際ウッドフェア 2017
2017 年 5 月 24 日（水）～ 26 日（金）10：00～17：00
ビッグハット（長野県長野市若里 3-22-2）
フジサンケイ ビジネスアイ
Klagenfurter Messe
長野県／オーストリア大使館 商務部
バイオマスエキスポ 2017 Nagano
株式会社 George P. Johnson
無料
10,000 人／3 日間合計（目標）

【取材のご案内】報道機関の皆様の取材をお待ちしています。
◆プレス登録方法：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、来場当日に受付にて報道関係者バッジをお受け取りください。
◆また、併催セミナーを聴講される場合も、プレス登録をお済ませのうえ、開始時刻に
◆あわせて直接会場にお越しください。
※取材については、事前に下記の国際ウッドフェア運営事務局までお問い合わせください。
運営事務局 George P. Johnson（03-5786-3179／info17@woodfair.jp） 担当：平澤

後
援：
林野庁／長野市／フィンランド大使館商務部／フィンランド貿易局・Finpro／[国研] 森林総合
研究所／全国森林組合連合会／[一財] 日本森林林業振興会／[一社] 全国木材組合連合会／
[一社] 日本林業協会／[一社] 林業機械化協会／[一社] 日本 CLT 協会／[一社] 日本木質バイ
オマスエネルギー協会／[一社] 日本木質ペレット協会／全国素材生産業協同組合連合会／[一
社] 全国林業改良普及協会／全国林業研究グループ連絡協議会／日本造林協会／全国林業試験
研究機関協議会／[一社] 都市環境エネルギー協会／[一社] 日本森林技術協会／[一社] 日本
有機資源協会／森林施業プランナー協会／FSC®ジャパン／林業・木材製造業労働災害防止協会
／[一社] 日本森林学会／[一社] 日本木材学会／[一社] 日本エネルギー学会／長野県木材協
同組合連合会／長野県森林組合連合会／長野県海外林業技術等導入促進協議会／長野県森林フ
ォーラム実行委員会／特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会／[一社] 日本プロジェ
クト産業協議会／森林 GIS フォーラム

出展規模：屋内 60 社・団体／81 小間 屋外 14 社・団体／335 小間（2017 年 4 月 18 日現在）
※出展社の詳細は公式ウェブサイトからご確認いただけます。

セミナー
聴講料：無料
申込方法：ウェブサイト（http://www.woodfair.jp/）よりお申し込みください。
林業を支える人材・教育 ― 如何に自然と調和し投資に耐えうるか ―
講演者：速水林業 代表 速水亨氏
日程：5 月 24 日（水） 11：00～12：15
会場：ビッグハット会議室 5
再考：国産優良材生産の意義と展望
司会進行： 信州大学 農学部農学生命科学科 森林・環境共生学コース教授 植木達人氏
（株）清光林業 相談役 岡橋清隆氏
（株）フジイチ 代表取締役社長 石野秀一氏
（有）ウッズ 代表取締役 能口秀一氏
日程：5 月 24 日（水） 11：00～12：30
会場：若里ホール特別会議室 B
FSC® 森林認証〜世界で認められる森林管理〜
FSC ジャパン 事務局長 前澤英士氏
FSC ジャパン 副代表／速水林業 代表 速水亨氏
森林組合おわせ 課長 濵田長宏氏
南三陸森林管理協議会 事務局長 佐藤太一氏
日程：5 月 24 日（水） 14：00～16：00
会場：若里ホール特別会議室 B
革新的技術開発・緊急展開事業
レーザーセンシング情報を使用した持続的なスマート精密林業技術の開発
信州大学 先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所 教授 加藤正人氏
アジア航測㈱ 空間情報事業部 空間データ解析センター森林情報課 技師 大野勝正氏
北信州森林組合 業務課長 堀澤正彦氏
日程：5 月 25 日（木） 13：00～14：00
会場：若里ホール会議室 2～3
ここが変だよ、林業業界の ICT 化 ～ICT 化は皆さんの業務の効率化につながっていますか？～
FOREST MEDIA WORKS 代表 楢崎達也 氏／桜木摩耶氏
オンデマンド型 GIS 廣田智行氏
※講演者は追加の可能性があります。
日程：5 月 25 日（木） 13：00～15：00
会場：若里ホール会議室 4
林業におけるドローン活用の勘所 2017 ～現場でどこまで使えるか？～
合同会社空創技研プロペラ 代表 櫻井優一氏
日程： 5 月 24 日（水） 14：00～15：00
日程： 5 月 25 日（木） 13：00～14：00
日程： 5 月 26 日（金） 15：00～16：00
会場：ビッグハット特設ミニセミナー会場

企業プレゼンテーション
—出展各社による、新製品･技術等のプレゼンテーション—
会 場：ビッグハット特設会場 聴講料：無料 ※直接会場へお越しください。
欧州ペレットストーブの現状 〜ドイツ・イタリア展示会視察報告〜
㈱バムズ ペレットストーブアドバイザー 樋口和輝氏
日程：5 月 26 日（金）11：00〜11：45
スピンオフ・イベント
林業が抱える様々な問題、課題をテーマに生討論を行なうスピンオフ・イベントを開催。
テーマ：
❶ICT 利活用 ❷人材育成 ❸女性活躍 ❹業務改善 ❺自治体活性化
コーディネーター：FOREST MEDIA WORKS 代表 楢崎 達也 氏
会場：ビッグハット特設ミニセミナー会場
※イベント内容は調整中です。詳細は後日ホームページにてお知らせいたします。
オーストリアの森林技術 Austria Show Case
主催：オーストリア大使館 商務部
会場：ビッグハット特設会場
聴講料：無料

定員 80 名

林業のデジタル化（予定）
日程：5 月 24 日（水）15：00〜16：30
プレゼンテーター（企業）
：Felix Tools Ges.m.b.H.／Riegl Laser Measurement Systems GmbH
Vexcel Imaging GmbH
バイオマス技術（予定）
日程：5 月 25 日（木）11：00〜12：30
プレゼンテーター（企業）
：Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH／Polytechnik Luftund Feuerungstechnik GmbH／SynCraft Engineering GmbH／Urbas Maschinenfabrik GmbH
林業機械とインフラストラクチャー（予定)
日程：5 月 25 日（木）14：00～15：30
プレゼンテーター（企業）
：Binderberger Maschinenbau GmbH／Koller Gesellschaft m.b.H.
KONRAD FORSTTECHNIK GmbH／Neuson Forest GmbH

開会式
日程：2017 年 5 月 24 日（水）09：30～10：00（予定）
会場：ビッグハット 1 階 エントランス
国際ウッドフェア 2017」「バイオマスエキスポ 2017 Nagano」合同開催記念レセプション
会期：2017 年 5 月 24 日（水）17：30～19：00（予定）
会場：ビッグハット 1 階 屋内展示会場 特設レストラン
以上

