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 ジャパンパビリオンの製作期間、そして当日の運営等について以下の体制で行った。 

ジャパンパビリオン主催者 

全体統括事務局（窓口） 設計・施工管理 

運営・広報 
（PR・印刷物） 

企画立案 
デザイン 

現地協力業者 

現地施工コーディネート 

日本国内協力業者 

広報 

農林水産省生産局農産部園芸作物課                   
花き産業・施設園芸振興室 

株式会社日新 

輸送・通関 

当日運営体制 

株式会社ムラヤマ  

事業開発本部 国際部 
営業推進本部 営業開発部 

プロモーション本部  

現地協力業者 

現地コーディネーター 

アテンドスタッフ：現地スタッフ 
通訳スタッフ：現地スタッフ 
警備員：事務局依頼スタッフ 



広報関係 
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 ＜来場者誘致＞ 

広報対象のメインを、「外国のバイヤー」とし、次に「日本の生産者及び花き業界」への広報を目的

に、ヨーロッパを中心とする花き業界へのアプローチとともに、大きく3つのインターネットツール

を制作・活用した。そのツールは、特設の「ホームページ（英語版）」「フェイスブック（英語

版）」「ツイッター（フェイスブック連動型）」である。 

これらのインターネットツールや問い合わせメール等を窓口として、ドイツやオランダをはじめとす

る花き業界に対し、開催リーフレットをダイレクトに送付し来場促進の依頼を行なった。 

1．広報ツールについて 
 
 (1)特設ホームページ  

12月25日より、JAPAN PAVILION の展示紹介、出展者及び、出展品の情報、そして昨年開催された

フロリアード2012で上位受賞した日本産花きの情報等を掲載する英語サイトを作成し公開した。 

出展者及び、出展品の情報は年明け後掲載し、海外バイヤーからの問い合わせに対応できる環境も

整備した。 

 (2)特設フェイスブックページ  

1月7日より、特設のフェイスブックページを開設し、ホームページと相互リンクさせる形で稼働

させた。これに加え、フロリアードのフェイスブックとの連動も行い、日本の花き業界及びファ

ン層に対し、本事業の認知や情報公開を行なった。 

このフェイスブックは、事務局より出展者の情報公開や会場での設営風景、花きの展示風景、開

催中の様子等を写真とともに英語コメントで情報発信し、海外を中心に多くの人に見てもらった。 
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 (3)特設ツイッター  

 フェイスブックと同じく、ツイッターも開設した。ツイッターは基本フェイスブックとの連動

で投稿されるシステムとし、ツイッターからの流入も考慮したものとした。 

2．現地マスメディアへの事前対応 
 

 出展者として付与される、基本的なメディアパッケージについて、その広報内容を事前にリ

リースした。 

 これは、オンラインシステムを利用し、主催者によりメディアにリリースされるものであった。 

併せて、来場者向けに発行される『IPM today』へは、ハッピーアワーの開催等の告知を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、主催者側の広報担当と調整を行い、個別にアプローチするメディア各社の情報を入手し

取材依頼を行なったところ、「 FCI(Flora Culture International)(※)」の取材要請があった。 

  (※)オランダの国際園芸雑誌  

 3．来場者への事後対応 
 
ジャパンパビリオンでの商談者及びメディアについて、来場への謝意をメールにて伝えた。 
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 （4）各種データ 
 
  1．ホームページアクセスデータ （2012/12/25－2013/02/05） 
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  2．フェイスブックページアクセスデータ 
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 ＜現地マスメディアへの対応＞ 

  各メディアがブースに来た際には、名刺で媒体名を把握するとともに通訳スタッフを対応させ、

ジャパンパビリオン及び、各種出展品の魅力や特徴について分かりやすく説明した。 

NO. 媒体名 ジャンル 

1 Fachjournalist オンラインマガジン 

2 Francetv pluzz テレビ（フランス） 

3 Institut für Färbepflanzen 雑誌 

4  Flora Culture International 雑誌 

5 AGRONOMO 記者（イタリア） 

Silence, ça pousse !  

2．Francetv pluzz 

1．Fachjournalist 

3．Institut für Färbepflanzen 

テレビ取材の様子 雑誌取材の様子 

雑誌取材の様子 
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 ＜ジャパンパビリオンパンフレット 【A4版三つ折り：4,100部】＞ 

 ジャパンパビリオンの概略と出展者名、出展品目の要約を記載したパンフレットを4,100部制作

し、会場内で配布した。 

※現地でも増刷し、より多くの方々に日本産花きの良さを知っていただくよう努めた。 

制作物 
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 ＜輸送スケジュール＞ 

・日新がとりまとめた商品については、搬入日(21日)は悪天候の為、搬入時間が12時前後になった。 

＜1月17日（木）＞・・・・・日新(成田ロジックセンター)へ各社商品を搬入 

＜1月18日（金）＞・・・・・検疫・通関・フライト 

＜1月19日（土）＞・・・・・検疫・通関 

＜1月20日（日）＞・・・・・日新(ドイツ)にて保管 

＜1月21日（月）＞・・・・・会場へトラック輸送 

 

・一部出展者は、自社にて輸送手配をしたが、悪天候(雪)の為、搬入できず持ち込みバナー等でPRを行 

 なった。 

輸送関係 

■輸送前（日本/成田ロジックセンター ） 

■現地着（ドイツ/メッセ・エッセン） 

JFI ロイヤリティ梱包写真 ミヨシ梱包写真 ムラカミシード梱包写真 

JFI ロイヤリティ開封写真 開封写真 
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 ＜デザイン及びレイアウトのポイント＞ 

・ジャパンパビリオンとして、各社の花を際立たせる事を目的とし、黒を基調とした。 

・日本をイメージさせつつ、出展品に影響がないよう、エンジ色を差し色として配色した。 

・独立展示台と壁を使った展示方法とし、ブース内の回遊性を重視したレイアウトとした。 

・受付はメイン通路とサブ通路の交差する部分に配置する事で、来場者が入りやすいように工夫した。 

・出展品への影響を考慮し、照明は高い位置に配置した。 

・「Japan」と「MAFF」を三方に配置する事で視認性を高めた。 

・出展者のレイアウトは、出展品点数や区分(切花・鉢物)を考慮し決定した。 

・ストックルームには、予備出展品やカタログの在庫等が置けるよう、スペースを確保した。 

・フロリアード2012のコンテスト結果をパネルにて紹介し、日本産花きのPRを行った。 

ジャパンパビリオンの施工 
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 ＜施工記録＞ 

 日本パビリオンの施工は、1月19日（土）から開始し、順次作業を実施し、予定通り21日（月）の

12時頃までに終了した。 

■施工スケジュール 

＜1月19日（土）＞ ・・・・・部材搬入・カーペット工事・電気工事・壁立ち上げ 

＜1月20日（日）＞ ・・・・・展示台組み上げ・電気工事・サイン工事 

＜1月21日（月）＞ ・・・・・各出展者 出展品設置 

■撤去スケジュール 

＜1月25日（金）＞ ・・・・・電気撤去作業・壁面及び展示台解体作業 

＜1月26日（土）＞ ・・・・・壁面及び展示台解体作業・カーペット撤去作業・積み込み作業 

■施工の様子 

■撤去の様子 

設営作業① 設営作業② 

設営作業③ 

設営作業⑤ 

設営作業④ 

撤去作業① 撤去作業② 撤去作業③ 
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 ＜切り花・鉢物搬入＞ 

降雪のため搬入時間に若干の遅れが生じたが、1月21日(月）には設置を終えた。 

しかし、手荷物が届かない等のトラブルが発生し、飾りつけ等の最終仕上げが出来ない出展者もいた。 

出展品設置作業の様子① 出展品設置作業の様子② 出展品設置作業の様子③ 

出展品設置作業の様子④ 出展品設置作業の様子⑤ 出展品設置作業の様子⑥ 

出展品手入れ作業の様子① 出展品手入れ作業の様子② 出展品手入れ作業の様子③ 
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■ブース完成写真 

ジャパンパビリオン全体写真 

西川公一郎氏 ㈱ミヨシ 

㈱ムラカミシード 雪印種苗㈱ 

ＪＦＩロイヤリティ㈱ (有)見元園芸 

フロリアード2012紹介パネル 



会期中の運営 

※会期終了1時間前ぐらいにハッピーアワーを実施 

 ＜開催スケジュール＞ 

 基礎施工を開始する1月19日（土）から撤去終了日1月26日（土）までのジャパンパビリオンのスケ

ジュールは以下のとおりである。 

 開催日前日の1月21日（月）は、切り花、鉢物等の搬入、通訳、コンパニオンのオリエンテーショ

ン、展示装飾等の作業を終日行い、16時より日本パビリオンの関係者全員（一部出展者が不参加）が

集合して全体オリエンテーションを実施した。 

 開催日1月22日（火）からは、毎日各出展者に注意事項や懸案事項等を伝え、また、各出展者から

の要望をヒアリングすることで、運営事務局と出展者、通訳スタッフとの意思疎通を図り、問題の迅

速な解決に努めた。 
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撤去期間

1月19日（土） 1月20日（日） 1月21日（月） 1月22日（火） 1月23日（水） 1月24日（木） 1月25日(金） 1月26日（土）

7:30

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

設営期間 開催期間

設営 設営

切り花・鉢物

搬入

~9：00

搬入・開梱

水上げ

展示・装飾
~13：00

全体オリエン

テーショ ン

14：00～

最終調整

撤収作業
～20：30まで可

夜間警備

引継ぎ

夜間警備

引継ぎ

夜間警備

引継ぎ

夜間警備

引継ぎ

夜間警備

終了
夜間警備

終了
夜間警備

終了
夜間警備

終了

出展者集合

～8：30

朝の連絡会議 朝の連絡会議 朝の連絡会議 朝の連絡会議

出展者集合

～8：30

出展者集合

～8：30

出展者集合

～8：30

会期 会期 会期 会期

連絡会議 連絡会議 連絡会議

撤去作業

解散 解散 解散

撤去

ハッピー

アワー

ハッピー

アワー

ハッピー

アワー

ハッピー

アワー
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 ＜アテンドスタッフ・通訳スタッフの配置＞ 

 アテンドスタッフとして、ドイツ人を配置し、日本から持参した簡易な着物を着ることで来場者の

目に留まるように努めた。 

 出展者の多くが英語を話せることから、通訳スタッフとしてドイツ語、日本語の対応言語を基本と

したドイツ在住の日本人を配置した。 

 通訳スタッフには、事前に事業に関する資料、出展者、出展品の情報やパンフレット等を送付し、

事業の内容や主旨、出展に関わる詳細情報を把握してもらうよう配慮した。 

 開催日前日にはオリエンテーションを実施し、各出展者との顔合わせを行い、各出展品の説明を15

分程度受け、出展者が商談等で席を離れる際でも概略は説明できるように研修を実施した。 

通訳スタッフには、氏名と対応言語を記載したスタッフパスを着用させ、来場者に分かりやすいよう

配慮した。 
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通訳スタッフ展示品研修 アテンド・通訳スタッフ 配置 

各出展者商談 来場者への説明 ドイツ語での説明 

ハッピーアワー 
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 ＜来賓対応＞ 

 1月23日（水）在デュッセルドルフ日本国総領事館領事が、ジャパンパビリオンを来訪し、出展者

から展示花きの説明を受けた。 

 また、主催者事務局の担当者とも会談し、情報交換を行った。 
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 ＜ハッピーアワーの実施＞ 

  日本の食材を振る舞うハッピーアワーを実施した。食材として青森県産のりんごを準備し、ドイツ

にはない大きさのりんごに関心が高く、試食を通して美味しさも実感していただくとともに、出展者

との交流も行われた。 

  ＜りんご選定の経緯＞ 

・事前に主催者へ内容と主旨を説明し、許可を取った上で試食実施を決定した。 

・EU-GAPを収得した青森県生産者と連携し、ヨーロッパへの輸出実績のある、山野りんご㈱を採用
した。 

   ※山野りんご㈱ ブランド：むつ・世界一・大紅栄 

雪印種苗  領事への説明 ムラカミシード 領事への説明 領事と主催者事務局との会談 

りんごの設置 りんご配布① りんご配布② 

りんご配布③ ハッピーアワー テレビ取材 テレビ取材 実際流れた映像の様子 
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新たな需要先の開拓 

 ＜現地コーディネーターによる出展者へのビジネスサポート＞ 

 ●出展者が希望したターゲットと商談可能にする展示会誘致の働きかけをサポート。 

 ●出展者(ＩＰＭ)の中にもビジネスの可能性が十分見込める事から、出展者(ＩＰＭ)へ事前アポイン

ト等のサポート。 

（1） 全出展者へのサポート ： 

・各出展者より今回の出展目的、関心事項を聴取し、その

内容に応じた情報を収集して各出展者に提供した。 

・ ドイツ他海外出展者で、各出展者のビジネスパートナー

として可能性のある出展者を発掘し、その情報を各出展

者に提供した。 

・ 毎回IPMの会場で行われる“花き”のコンクール・表彰

式（今年はタイトルを“Colour zour Life Awarad 

2013“として、1月24日に開催)に関わる情報を各出展者

に提供し、希望する出展者に同行し当表彰式に参加した。 

・その他、他ブースへの訪問やパーティーに参加への交渉

等を行なった。       

各出展者への情報提供 

花きコンクール・表彰式 

会談の様子① 

会談の様子② 
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会場内の出展ブースの様子 

 ＜その他出展者＞ 

全46カ国1,537社が参加したIPM2013の主要国の出展は、各国ともデザイン性に優れ、多彩なもので

あった。 
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 ＜来場者アンケート＞ 

 ジャパンパビリオンへの来場に対し、欧州の市場調査も兼ね、切り花、鉢物、球根、資材、その他

の何に興味があるかを把握した。 

 アンケートはシールを貼る形式にし、答えやすいよう配慮した。 

 また、回答者には、フリクションペンをプレゼントした。 

 その結果下記のとおり、切り花、鉢物に興味がある来場者が大多数なのが分かった。 

34% 

37% 

9% 

11% 

9% 

興味のあるカテゴリーはどれですか？ 

切り花 鉢物 球根 資材 その他 

来場者アンケート 

来場者アンケート アンケートボード 


