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会期中の商談件数と詳細 

 目標ブース来場者数を2,400人と設定し、事業効果の測定に向けて出展者へのアンケートを実施し

た。また、現地コーディネーターが、出展各社の要望をヒアリングし、ビジネスマッチングの可能

性がありそうなブースを訪ね、打ち合わせの機会を設けた。 

＜商談件数、商談成約数、成約見込みの内訳＞ 

＜商談対象者の主なカテゴリー＞ 

商談目標 

317件 

商談数 

249件 

商談成立 

23件 

商談見込 

5件 

商談継続 

87件 

販売代理店 

14.1％  

生産者 

16.4％ 

種苗会社 

43.4％ 

花き小売店 

17.7％ 

大学関係者 

1.7％ 

ホームセンター 

0.9％. 

その他 

5.8％ 
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商談目標 商談数 商談成立 商談見込 商談継続 
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249件 
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卸業者 生産者 種苗会社 

花き小売店 大学関係者 ホームセンター 

その他 

＜最も引き合いの強かった商品＞ 

切 り 花 ： 
 

鉢 物 ： 

トルコギキョウ、ハボタン、ストック、スイトピー、スカビオサ 
 
ビデンス、シクラメン、ビオラ、クローバー、ブルーデージー 
 

商談目標に対する商談数は
約79％で、やや少なかったも
のの、成約数は23件、見込
みを含むと28件と、昨年より
約2.6倍の増となり、充実した
結果となった。 
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事業評価 【「IPM Essen 2013」 ジャパンパビリオン会期後出展者アンケート 

【考察】 

 ・「Q1」結果から明らかのように、企業・ブランドＰＲについては、「やや不満」が1社  

  あったものの、その他の目的については、普通以上の評価だったことが分かる。しか 

  し、販売促進、企業・ブランドＰＲ、新商品ＰＲや新規代理店発掘の項目で3社が普通 

  と回答していること、そして、「Q2・3」の回答から、もう一歩踏み込んだ商談・ＰＲ 

  を期待していたのが分かる。 

※アンケートのフリーアンサーについては原文を尊重 

Q1 今回の出展の主たる目的とその満足度を選択して下さい。

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 目的外

販売促進 2社 1社 3社

企業・ブランドPR 1社 1社 3社 1社
新商品PR 1社 1社 4社
新規顧客開拓 2社 2社 2社
新規代理店発掘 3社 3社
新規取扱商品の発掘 1社 1社 1社 3社
技術提携先発掘 2社 1社 1社 2社
現地販売・製造拠点設立 2社 4社
既存現地代理店・販売店支援 2社 2社 1社 1社
市場調査・情報収集 2社 3社 1社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

Q2 目的を達成する為に今回の出展は？該当項目を選択して下さい。

非常に有効だった 2社
有効だった 4社
有効ではなかった
全く有効ではなかった

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

Q3 Q２の理由をご記入下さい。

◆日本の優れた品種改良の技術をピーアールする事が出来た。
◆日本から農産物を輸出するという物の輸出に加え、日本の優れた技術を利用し国外で生産し利益を日本に還元し、さらなる技術開

発を行い農業技術立国を目指す事も将来的に検討するべきと感じた。
◆日程上、仕方がない点もあるとは思いますが、可能であれば、品種コンテストに出品できればよかったです。
◆通常、Email、電話等のみでやり取りを行なっている既存代理店と、直接会い、商品を目の前にして、商談ができたことが大変有意

義でした。
◆企業・ブランドPRについては、日本花卉産業のアピールが主目的であると認識し、目立つ企業名の露出を自粛したため、普通とし

ました。
◆既存現地代理店を欧州地域と捉え、ほぼ満足としました。

◆結果から述べるならば、IPM自体では新規ヨーロッパ代理店を見つけることができなかった。
◆現在、他の出展者さんと密にコンタクトをとることで代理店候補を見つけられそうです。

◆新技術を直接情報発信することが出来た。
◆市場の反応を直接知る事が出来、商品開発のために必要なマーケット調査が出来た。
◆昨年までに試作を開始した種苗会社が、当社の代理店に決まった点については良かったが、新規試作先となりそうな種苗会社が1

件のみであった点が少し残念です。
◆おかげさまで商談ができました。
◆現在の取引先はオランダ、フランス、イタリア他に限られていましたが、特に東欧諸国市場の状況を直接聞き取ることができ、コンタ

クトを作ることができ、大変有意義でした。
◆通常は種苗会社、生産者のみからの情報しか得られませんが、花卉の最大消費地のひとつであるドイツの一般消費者、フローリス

ト、ガーデナー、花卉園芸関係出版社等の意見を聞けたことも非常に有意義でした。
◆ヨーロッパをはじめとする弊社得意先との商談、情報交換が出来、今回の出展は有効でした。但し、会社（≒ブランド）、日本をア

ピールするという観点からすると有効とは言えないと感じました。日本パビリオンの隣に位置したフランスは国、会社ともに出展位置
のみならず、ここにフランスあり（大袈裟でしょうか？）と思えました。
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【考察】 

 ・ビジネスターゲットの来場や人脈の構築に「やや不満」と回答した出展者が1社あった 

  ものの、商談等のビジネスについては、ある程度の成果があがった出展者が多かったこ 

  とが分かる。 

 ・花きのビジネスは出展品を見てその場で契約ということではなく、試作等から取引が始 

  まることから、長期に渡って取り組んでいく必要がある。 

Q4 今回の展示会における下記項目の満足度を選択して下さい。

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

ビジネスターゲットの来場 1社 4社 1社

ビジネスに有効な人脈の構築 3社 1社 1社 1社
商談・取引の成立 2社 2社 2社
必要情報の入手 3社 2社 1社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

Q5 本展示会における主だった成果をご記入下さい。※成果が無かった場合はその理由をご記入下さい。

◆事前に情報発信しておいたことが有効であった。

◆フェイスブック、ツイッタ−などを利用した事前の情報発信を強化して欲しい。

◆新商品の新たな販売につながった。今後顧客となりそうなネットワークが構築できた。

◆昨年から試作を開始している苗会社から、代理店になる了承を得られ、来場していた生産者（農家）が弊社品種に注目し、その代

理店に注文が入った。

◆2件の生産者と商談できた。

◆パテント管理業務において、試作から始まる取引は試作契約を交わすことから始まります。今回、持参した鉢物4種については試作

契約を交わしているところです。

◆スーパーマーケットで使用するブーケの花材として当社の品種の採用を検討することとなった。

◆中座していたストックのオランダでの販売を商談により、継続することとなった。

◆ロシア、スロバキアとのコンタクトができ、販売に向けて試作を行なうこととなった。

◆成果についての判断は難しいです。弊社の場合ヨーロッパ地域については得意先がほぼカバーしており、ＩＰＭ開催期間中に得意

先数社が訪問してくれています。また、ヨーロッパ地域以外の得意先の訪問もあり、商談の機会、情報交換が出来たのは良かった

です。但し、実際の使用者である生産者の訪問は多くなく、弊社の商品を直接アピールするという観点からすると、今後の課題にな

ります。
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【考察】 

 ・「Q8」での回答でも分かるように各国で需要の違いがあることが分かる。欧米各国の品種選抜の
基準に適した品種の開発へ取り組む必要があると考えている出展者が多いことが分かる。 

 ・欧州等の大規模生産者は、手のかかる品目・品種を敬遠する傾向を強めており、それにより、多
品目・多品種を強みとする日本産花きの海外マーケットでも開拓の可能性も高まってくるように思
う。 

Q6 本展示会での商談を進める為に工夫した点、及びその結果をご記入下さい。

Q7 本展示会を機に予定されているビジネス展開についてご記入下さい。

Q8 ドイツ及び周辺諸国でビジネスを展開する上で課題を感じられた点をご記入下さい。

◆個人のフェイスブック、ツイッタ−などを利用した事前の情報発信。

◆展示品以外のオリジナル品種の資料（写真）を構えた。

◆切花で人気のあるスイトピーを持参し目立つように配置した。

◆欧州ではスプレーストックの需要が無いため、スプレーフォーメーションを認識して頂ける様、葉を取りスケルトン状にした切花を展

示。初めて目にし、高評価するフローリスト、消費者が多く、種苗会社へのアピールができた（生産、流通の難しさから直ぐに実現に

は至らないが、プロモーションの理由付けができた）

◆切花を栽培環境によって変化するハボタンの切花を展示した。ハボタン流通の可能性を広げる商談ができた。

◆今回構築した人脈を利用し新商品の情報発信を効率的に進める。

◆シクラメンの自社品種を海外に売り込み、直接間接を問わず生産者へ種子を販売する。展示会で業界の動向をつかみ、自社商材

で海外販売の可能性があるものを探り、売り込みを開始している。

◆生産者と提携し、ブランド商品の構築を意識した生産販売をスタートさせる。

◆試作契約と同時に試作を開始し、その後結果によっては正式な契約をして、本格的に生産してもらい、ロイヤリティとして出荷数を

支払ってもらう。

◆ロシア、スロバキアでの試作の開始。スーパーマーケットのブーケへの採用に向けて営業を開始。

◆米国型ストックに対し、日本型ストックのシェアー拡大を狙いたい。

◆展示会場にて新規にコンタクトを取った方々と連絡を取り、今後の取引について話を進めていく予定です。

◆現地代理店が必要不可欠で代理店（パートナー）をどのように見つけるかがポイントと思われた

◆欧州を拠点としている協力な種苗メーカーは多く、ライセンス販売ではない現物（種子、苗）を狙う場合は、強力な魅力がある品種で

なければ、輸送ややり取りで利便性にかける日本からの購入は選択肢に入らないと思う。また、国ごとに好みが分かれるため（効率

重視/特性重視 等）、それを理解して自社品種が好まれるエリアにアピールしたいが、情報収集が難しい。

◆一般の同一品種が、日本より単価が安いため、弊社のオリジナル商品でブランドを構築するまでには、時間がかかりそうです。

◆試作をするところから始まるため、日本で試作試験場を用意して頂ければ、ビジネス展開が容易になると考えます。

◆花卉産業の効率重視により、小規模な生産者が淘汰され、投資能力のある大規模生産者のみが生き残り、手のかかる品目、品種

は敬遠される傾向が強まった。

◆日本型の花形、花色等の品質重視の考え方から、生産効率が良く、病害虫に強く、手間のかからないという条件の選抜基準に合う

品種の開発を重視する傾向が強まっていると感じた。

◆ドイツは切花市場が少なく、主に鉢物市場である。ドイツ市場にてビジネスをどう展開するのか、検討が必要である。
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【考察】 

 ・「Q4・5」での回答でもあったように、契約に至るまでには長期に渡って取り組んでいく必要がある
のと同時に、海外各国の方々のように契約にスピード感を持つ必要があるように思う。 

 ・出展品に対しては、事前にニーズを把握し、品種等を絞った方がいいと感じている出展者が多い
ように思う。 

Q9 本展示会を通じて外国のバイヤーと商談があった出展社様はその国・地域をご記入下さい。

Q10 外国のバイヤーとのビジネスで、課題と感じる点をご記入下さい。

Q11 出展品に対するご来場者の反応をご記入下さい。※改善点があれば改善点もご記入下さい。

南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、

ブルガリア、ドバイ、タイ、イギリス、ベルギー、イスラエル、スロバキア、トルコ、中国、台湾、香港、韓国、スイス、ノルウェー、

アルゼンチン

◆資金回収、UPOV非加盟国の農業特許制度について知識が不足している。

◆弊社の商品単価が高いため、商品の価値を理解していただくのに時間がかかりそうです。
◆弊社の場合、試作から始まり本契約を行うまで2年は最低でも必要となるため、信頼のおけるパートナーかまずは見極めることが最

重要課題です。しかし、展示会では何も背景がわかならない人と交渉することとなるため、すぐにその情報を調べられるような仕組
があれば助かります。

◆その場で即断、即決のできる決定権を持つものが参加していること。
◆該当地域の気候と市場の要求を満たす商品の開発力と、適切な栽培指導ができる知識。

◆アシスタントの充実
◆特徴のある品種に強い興味を示していた。海外で好まれる品種に的をしぼった展示を心掛けたい。
◆もう少し、商品数を出せばよかった。
◆スカビオサ、スイトピーの切花についてはフローリスト、市場関係者から引き合いがかなりありました。
◆スプレーストック、ハボタンに関しては、認知度が低く、始めてみるというフローリストやガーデナー、一般消費者が多かった。当初は

直接販売に結びつく、種苗店や生産者をスクリーニングして対応したいと考えていたが、それ以外の立場の方々と話ができたことは
有意義だった。

◆来場者の多くの方が弊社出展品に対して興味を示してくれた。今後出展物を販売へと繋げたい。
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1社 

2社 

1社 

2社 

1社 1社 

1社 

【考察】 

 ・「買い気」について3社中2社がどちらでもないと回答した。 

 ・商談件数が増えたと回答した出展者が3社中2社だった。 

 ・新規バイヤーについては3社の見解が違っていることから、扱う品種等によって欧米各 

  国のニーズの増加に違いがあると考えられる。 

 ・不景気にも関わらず、ヨーロッパの文化・生活、東欧の生活水準の向上から、花きを扱 

  う総量の大きな減少はないと感じている出展者もいた。 

Q12 昨年の「IPM2012」と比較した場合のバイヤーの反応について該当項目を選択して下さい。※昨年出展された方のみ。

ある どちらでもない ない
1社 2社

増えた 変わらない 減った
2社 1社

多かった 変わらない 少なかった
1社 1社 1社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

Q13 昨年以前のEU花き市場における変化及び、本年の見通しについてご記入下さい。

商談件数

買い気

新規バイヤーの訪問

◆取引が期待できる会社は、昨年から商談を開始したところが多い。今年の新規引き合いとしては、昨年よりも減ったかもしれないが、

継続して試作等をしているため、昨年よりも状況が悪くなったわけではない。
※上記内容については、弊社社員からの引き継ぎの時聞いた意見を主観で記載しました。

◆イギリスの花きが低迷しているがフランス、ドイツの花きは健全、ポーランドなど新EU加盟国がマーケットとして広がった。

◆ロシアとの取引が重要になっているように感じた。

◆口々に欧州の不況のために厳しいとの声を聞きました。花きの生産はオランダ、フランス、イタリアなどから次第に温暖で生産コスト

の低いアフリカ諸国等に移動し、より低価格と生産効率が求められるようになると思われます。今回は特に東欧の花き関連業者の

訪問が目立ち、EU経済の拡大も感じました。不景気とはいえ、ヨーロッパでは生活に花が根付いているため、東欧の生活水準の向

上もあり、総量が大きく減少することは無いと期待します。
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【考察】 

 ・上記アンケート結果からも分かるように、全出展者が今回の出展及び、国際花き見本 

  市等への出展を重要と考えている。日本での市場規模だけでは不十分で、今後より一 

  層の海外での展開を望んでいることが分かる。 

Q14 海外販路を獲得する上で海外展示会の役割をどのようにお考えかご記入下さい。

Q15 今後、このような国際花き園芸見本市があれば参加されますか？

はい 6社
いいえ 0社

Q16 Q15の理由を下記にご記入下さい。

Q17 他の国・地域での開催をご希望される場合は、その国・地域名をご記入下さい。

◆新技術を展示し、パートナーを見つけ事業展開を進める。

◆直接生産者にアピールする場として効果的であるのと同時に、バイヤーへのアピール度が高い。

◆逆に、展示会に出展していなければ、販路の獲得は相当難しいのではないかと思う。

◆海外の展示会は、販路拡大をするためには、とても必要な場所と考えています。

◆知名度をあげると言う意味においては必ず必要な業務と考えます。また、日本ブースで出展させて頂けるならば、最初の「信用性」

という部分について、当初から担保できるため継続的に行っていただきたいです。

◆海外の多くの業界の人々と効率的に、直接顔を合わせ直に商品を見ながら、商談ができるチャンス。

◆業界人以外の人々の感じ方、要望を聞き取るチャンス。

◆既存の取引先とも顔を合わせて、信頼感を深め、問題点を確認するチャンス。

◆取り扱い商品の紹介、商談等のための機会。

◆今回の展示はとても効果があったため

◆日本だけへの販売では、市場規模から収益が不十分であり、海外に販売する必要がある。海外に販売するには、Q14に書いた通

り、展示会の役割は大きいと考える。

◆弊社のオリジナル商品を長く取り扱っていただくパートナーを探すため。

◆国際的な動向をみることで日本で新しい取り組みを行う際の参考になるため

◆海外品種を日本に導入する際の良い契機となるため

◆海外の多くの業界の人々と効率的に、直接顔を合わせ直に商品を見ながら、商談ができるため。

◆業界人以外の人々の感じ方、要望を聞き取ることができるため。

◆既存の取引先とも顔を合わせて、信頼感を深め、問題点を確認することができるため。

◆IPM日本ブースという観点で見るとブースのスケールも大きく、強力な集客力もあり、単独では魅力あるブース構築や運営が困難

であるため。

◆国際花き園芸見本市の内容、開催都市、開催時期等により検討します。

◆園芸最大のマーケットのアメリカ

◆アジア（シンガポール、香港、タイ）

◆イギリス・ロンドン

◆オランダ

◆現時点では特定の国・地域の希望はありませんが、各国より来場者が訪問しやすい街（国・地域）が望ましいです。
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【考察】 

 ・悪天候対策、出展者の決定時期、輸送企業等を再考察する必要があると考えている出 

  展者がほとんどである。 

【考察】 

 ・「全体的雰囲気」、「会場内での位置」、「デザイン・レイアウト」で全出展者が重 

  要と考え、「広さ」、「通訳のレベルや対応」、「セキュリティ」、「連絡体制」に 

  ついても、全出展者が「やや重要」以上であった。 

 ・特に今回は、悪天候によりトラブル対応への対応があったため、「連絡体制」を重要 

  視する出展者が多かったと思われる。 

Q18 本展示会　出展に際して事前準備や活動された内容について、あてはまる項目を選択して下さい。

順調 ほぼ順調 順調ではなかった

商品の輸出(輸送) 1社 4社 未回答1社

販促品(カタログ等)の準備 3社 3社

事前商談セッティング(自社による) 2社 1社 3社

事前商談セッティング
(ビジネスマッチングサービスによる)

1社 2社 未回答3社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

◆今回悪天候で物流が乱れた次回からは何か対策を立てたい。
◆マッチングサービスでは現地コーディネーターが、大変熱心にセッティングをして下さいましたが、事前に十分リサーチしてお願い

することができず、残念でした。
◆今回出展の決定から展示物出荷までの時間に余裕がなかった。出展物は生産現場への依頼が必要であり、特に年末年始と重

なったことから、生産現場に無理をお願いすることになった。また、今回の輸出を担当した会社の対応が悪く、現場に混乱をもたら
した。

Q19 ジャパンパビリオンについて,下記項目の重要度に当てはまる欄に○をご記入下さい。

重要 やや重要 どちらでもない さほど重要でもない 重要ではない

全体的雰囲気 6社

会場内での位置 6社
デザイン・レイアウト 6社
広さ 3社 3社
パンフレット 1社 3社 2社
ノベルティ(販促品) 1社 2社 2社 1社
バックヤードの広さ 3社 2社 1社
現地コーディネーター(ビジネスマッチング) 2社 2社 1社 1社
通訳のレベルや対応 4社 2社
ウェブサイトの内容・デザイン 2社 3社 1社
セキュリティ 3社 3社
衛生面への配慮 1社 2社 1社 未回答1社
連絡体制 5社 1社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

◆ウェブサイトの運営を強化し、出展者のウエブとの連携を強化する必要がある。

◆ウェブサイトの運営は前後を含め長期的な運営が必要で長期的なピーアールにつなげる必要がある
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【考察】 

 ・運営事務局の対応については、出展者の皆様にほぼ満足いただけたことが分かる。 

  また、補足のコメントにもあるように、各出展者の方々と事務局スタッフの連携がう 

  まく取れ、“日本チーム”という一体感が生まれた。 

Q20 運営事務局の対応について該当する満足度の蘭に○をご記入下さい。

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満

全体的な対応 4社 1社 1社

会期中の対応 4社 1社 1社
出展社に対するフォロー 4社 1社 1社

上記内容にて選択項目以外に補足する事があれば、ご記入下さい。

◆予想外のことが頻繁に起こる中、高い柔軟性で適切に処理されていた。

◆準備期間が非常に短い中での適切な運営、ありがとうございました。

◆今期は昨年に比べ、日本チームという一体感が生まれ、協力し合うことができたと感じます。運営事務局スタッフの暖かいムード

のお陰だとおもいます。ご苦労様でした。

Q21 その他、感想や気づいた点等についてご記入下さい。

◆繰り返しになるがウェブの運営を強化して欲しい。
◆今年で3回目の出展だが、継続して出展することで、取引先での当社の認知度が高まっており、継続的に連絡を取るべき会社と

の認識ができてきているように感じる。Japan Boothも毎年位置が同じなので、覚えられている。
◆今回、EU販売代理人が時間が合わず、商談に参加することができなかった。商談では、通訳を手伝っていただきとても助かりまし

た。目標数値の2件との商談もでき良かったです。とても満足しています。
◆今回、準備期間が短かったため思うようにできなかった。しかし、運営事務局の対応は十分な対応をしていただけたと思う。改善

点としては、各社の名前をより目立つようにしていただけると来場者に印象が残るのではないかと思う。輸出の際の輸送業者の対
応はとても憤りを感じる。

◆時間的な問題もあったとは思いますが、日本サイドの輸送の準備不足と、不適切な対応で後味の悪さを残しました。発送後、展示
会場にて昨年の倍以上の見積もりを受け取り、各社一様に憤るという状況でした。出展者の立場を少しでも考慮していただければ、
あのような発送方法はとられなかったと思います。4社分を同時に出荷することで、いかに各社の輸送経費を抑えられるか検討し
て頂くようお願いいたします。
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今後の課題 

  本年度のIPMエッセン2013全体の来場者数は、約60,000人で、昨年度とほぼ同じ数の方々が

来場されたが、ジャパンパビリオンへの来場者数は、約2,400人と昨年の3,002人に比べて2割ほ

ど減少した。その原因として考えられるのが、本年は催事を実施しなかったこと、及びブース

面積の縮小である。 

  しかし、商談は昨年とほぼ同じ249件が実施され、会期中での商談成立は23件となり、昨年の

商談成立数である9件を上回る結果となった。この商談成立の大幅な向上は新規商談においての

成立もあったが、継続して出展することにより知名度が高まったことや、事前に商談を行なっ

た上で、今回の展示で実物を見せ、契約に結びつけるなど、出展者の積極的な取組みの結果の

あらわれだと考えられる。 

    このことから、特に新規出展者にあたっては、即決による商談成立が難しいことから、事前

に商談を進めていただくことを促す必要がある他、出展者に対しての事前ヒアリングによっ

て、ビジネスマッチング出来そうな企業や生産者等を把握した上で商談をセッティングし、見

本市以降の継続的な商談につながるような配慮が必要である。 

   その他の課題として、各出展者の情報を広くＰＲする必要がある。出展者の情報を事前に来

場者に伝えることで商談に持ち込める可能性も高まり、限られた時間の中で一歩進んだ商談が

出来るようになる。 

   広くＰＲする一つの手段としては、ＨＰ等のウェブサイトの運営強化が考えられる。グロー

バルにビジネスが展開されている昨今、世界各国からの来場者が多い当見本市においては、Ｈ

Ｐ等のウェブサイトの運営強化は必須である。コンテンツの充実はもとより、ウェブサイトに

よって出展者及び展示品を長期間紹介し、来場者の期待を高めておくことも必要である。 

   欧米各国へアピールする品種等も再考する必要があるように思う。安価な品種の需要に対し

ては、欧米の品種選抜基準に適した品種等の開発を進めていく必要があり、一方でフロリアー

ド2012で得られた「日本の花き＝高品質」との評価を、購買意欲につなげるような「日本の花

き」のブランド化を進める必要もある。 

  来年度以降の当見本市において、全出展者がより一層満足し、一つでも多くの商談を成立さ

せるためには、事前に長期に渡って各出展者をＰＲする必要があり、各国の花き産業の情勢を

熟知し、各出展者の需要にあったビジネスサポートが必要である。 


