
第35回

【お問い合わせ】
「第35回国際農業機械展 in 帯広 2023」開催事務局
帯広市東9条南18丁目（十勝農業機械協議会内）

TEL：0155-24-7818

2023年7月6日 (木)～7月10日 (月) 
国際農業機械展会場

主催/フードバレーとかち食彩祭2023実行委員会

［主催］
●ホクレン農業協同組合連合会
●（一社）北海道農業機械工業会●十勝農業機械協議会　
［特別協力団体］
●十勝地区農業協同組合長会

日時 ：2023年7月6日(木)～10日(月) 5日間

場所 ：帯広市「北愛国交流広場」特設会場
〔午前9時～午後4時〕（最終日は午後3時まで）

35th International Agricultural
Machinery Show in Obihiro 2023

農業への挑戦　北の大地からACCESS

【原画制作】 児玉　結愛さん（帯広畜産大学）　土屋　柚子さん（帯広畜産大学）

国際農業
機械展in 帯広

2023

http://iams-obihiro.com

【併催事業】
とかち食彩祭2023
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飛行機
東京→とかち帯広空港 1時間35分

自動車
とかち帯広空港 約20km
たんちょう釧路空港 約120km
新千歳空港 約160km
音更帯広IC 約16km
帯広川西IC 約6km
JR帯広駅 約7km

札内川河川敷臨時駐車場

ご注意
会場内に一般車両の
駐車場はありません。
ご来場の際は、札内川
河川敷臨時駐車場お
よびJR帯広駅南側か
らの無料のシャトル
バスか、タクシーを利
用してください。

　世界的な情勢不安から国内の食糧安全保障の見直し、国際競
争力に対応しうる経済基盤強化が求められています。日本の農
業は、農業機械の普及により経営規模の拡大が進みましたが、
農業従事者の高齢化や担い手不足等の様々な構造的問題が生
じています。そのような情勢の中で、AI、GPS、ICT、ISOBUSと
融合したロボット技術等を活用したスマート農業の普及が進
む中、これらの技術がこれからの日本の農業の発展を大きく変
えていくものと期待されています。
　我が国最大の食糧基地である北海道・十勝において4年に1度
開催される農業機械展に、最先端技術を搭載した最新鋭の農業
機械や関連施設が展示されます。今回は第35回国際農業機械展 
in 帯広 2023として今年7月に開催いたしますが、日本農業の
方向性を示す農業機械展に、多くの方が来場される事を期待し
ております。

農業への挑戦　北の大地から

第34回（2018年開催）の画像

名　　称 第35回 国際農業機械展 in 帯広 2023

開催期間 2023年7月6日 (木)～2023年7月10日 (月) 5日間
 午前9時～午後4時（最終日は午後3時まで）

開催場所 「北愛国交流広場」特設会場　北海道帯広市愛国町10番1

主催団体等 【主催団体】
  ホクレン農業協同組合連合会
  （一社）北海道農業機械工業会
  十勝農業機械協議会
 【特別協力団体】
  十勝地区農業協同組合長会
 【後援団体】
  行政、農業関係団体、報道機関等　35団体(予定)

協賛団体 農業関連企業、ホテル・観光・旅行関連企業等　20団体

入場料 無料

出展資格 日本国内外を問わず、農業機械、施設、
 農畜産物の加工機械等に係るメーカ―およびディーラー

出展物の範囲 トラクター/ホイール、クローラ
 作業機/畑作、野菜、果樹、水田、酪農畜産関連
 先進技術関係/農業用ロボット、ICT(情報通信技術)、
 GPSガイダンス、ドローン
 施設設備/酪農畜産用施設、加工製造用機械施設
 バイオ関係/バイオテクノロジー関連機械

株式会社IHIアグリテック
株式会社アイデーイーシー
株式会社アクト
有限会社アグリインデックス
アグリスチールワークス有限会社
株式会社アグリダイレクト
株式会社アグリフォレストマシーン
アグローバル合同会社
株式会社アトム農機
株式会社阿部商会
アベテック株式会社
有光工業株式会社
株式会社安西製作所
アンビアンインターナショナル株式会社
株式会社ヰセキ北海道
株式会社イダ
イタリア大使館貿易推進部
インタートラクターサービス株式会社
株式会社AIRSTAGE
エイハン・ジャパン株式会社
株式会社エース・システム
エーデーシーサービス株式会社
SCSK北海道株式会社
SBテクノロジー株式会社
株式会社エスピーエム
株式会社NSK
FJ Dynamics Co., Ltd
エム・エス・ケー農業機械株式会社
株式会社LMJ
オサダ農機株式会社
株式会社キュウホー
株式会社クロダ農機
株式会社ケービーエル
ケルヒャージャパン株式会社
国際農機株式会社
コマツカスタマーサポート株式会社
サークル機工株式会社
サージミヤワキ株式会社
株式会社サタケ
サンエイ工業株式会社
三陽機器株式会社
ジーエスピー株式会社

有限会社JSN
静岡製機株式会社
株式会社渋谷
スガノ農機株式会社
スペースアグリ株式会社
スマート農業共同体
株式会社ソーワテクニカ
株式会社タカキタ
株式会社髙橋農機
合資会社田端農機具製作所
司化成工業株式会社
株式会社土谷製作所
株式会社土谷特殊農機具製作所
東日興産株式会社
東邦貿易株式会社
東洋農機株式会社
株式会社トーチク
株式会社ドームアンドシェルター
十勝農機株式会社
有限会社十勝農機センター
株式会社戸上電機製作所
株式会社トプコン
株式会社TOMTEN
株式会社トメダ
NPO法人ドローンエイド
株式会社中沢機械店
中西商事株式会社
NASKEO環境株式会社
株式会社ニコン・トリンブル
日農機株式会社
日本家畜貿易株式会社
日本仮設株式会社
日本キャタピラー合同会社
日本甜菜製糖株式会社
日本ミシュランタイヤ株式会社
株式会社ネスコ・ジャパン
株式会社野澤組
ノブタ農機株式会社
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
東北海道いすゞ自動車株式会社
株式会社東北海道ヂーゼルセンター
株式会社ビコンジャパン

日立建機日本株式会社
ファームエイジ株式会社
ファームサポーターズ株式会社
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
株式会社古川貿易
株式会社ポータス
ホクレン農業協同組合連合会
株式会社北海道クボタ
北海道スペースポート
株式会社本多製作所
松井ワルターシャイド株式会社
丸中ゴム工業株式会社
株式会社丸山製作所
三菱農機販売株式会社
株式会社諸岡
株式会社ヤハタ
やまびこジャパン株式会社
ヤンマーアグリジャパン株式会社
ユアサ商事株式会社
株式会社横崎製作所
横浜ゴム株式会社
ラクトシステム株式会社
緑産株式会社
株式会社ロールクリエート
株式会社YSE
ワム・ジャパン株式会社

招待展示
ISOBUS普及推進会
一般社団法人日本農業機械工業会
農研機構北海道農業研究センター
一般社団法人北海道農業機械工業会

開催概要 出展社一覧

後援団体一覧

●農林水産省 ●北海道経済産業局 ●北海道開発局 ●北海道
●帯広市 ●十勝町村会 ●北海道土地改良事業団体連合会十勝支部
●(大)帯広畜産大学 ●JICA北海道(帯広)
●(独)日本貿易振興機構 北海道貿易情報センター
●(一社)日本農業機械工業会 ●(公財)北海道農業公社
●(公財)とかち財団 ●全国農業協同組合連合会
●北海道農業協同組合中央会 ●北海道信用農業協同組合連合会
●北海道厚生農業協同組合連合会
●全国共済農業協同組合連合会北海道本部
●十勝農業協同組合連合会 ●帯広商工会議所
●北海道十勝管内商工会連合会 ●十勝農業機械化懇話会
●北海道農作業安全運動推進本部 ●十勝地区農作業安全運動推進本部
●日本放送協会帯広放送局 ●HBC帯広放送局 ●STV帯広放送局
●帯広シティーケーブル ●北海道新聞帯広支社 ●十勝毎日新聞社
●日本農業新聞北海道支所 ●（株）北海道協同組合通信社
●（株）新農林社 ●（株）農経新報社 ●（株）国際農業社
●（株）マーケティングジャーナル

フードバレー
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●(公財)とかち財団 ●全国農業協同組合連合会
●北海道農業協同組合中央会 ●北海道信用農業協同組合連合会
●北海道厚生農業協同組合連合会
●全国共済農業協同組合連合会北海道本部
●十勝農業協同組合連合会 ●帯広商工会議所
●北海道十勝管内商工会連合会 ●十勝農業機械化懇話会
●北海道農作業安全運動推進本部 ●十勝地区農作業安全運動推進本部
●日本放送協会帯広放送局 ●HBC帯広放送局 ●STV帯広放送局
●帯広シティーケーブル ●北海道新聞帯広支社 ●十勝毎日新聞社
●日本農業新聞北海道支所 ●（株）北海道協同組合通信社
●（株）新農林社 ●（株）農経新報社 ●（株）国際農業社
●（株）マーケティングジャーナル
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