
「 ミ ツ バ チ サ ミ ッ ト 2 0 1 9 」 の 御 案 内

ミツバチサミット実行委員会



ミツバチサミット

• 専門家を交え、子供から大人まで誰でも楽しめるイベントです。

• 送粉者をテーマにしたイベントは国内唯一です。

• 2017年に第1回を開催し、大きな反響を頂きました（写真）。

第1回ミツバチサミット（2017）の会場の様子

ミツバチをはじめとする、日本唯一の

花粉を運ぶ生き物たち（送粉者）をテーマにした交流イベント
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多くの植物は、ミツバチやマルハナバチをはじめとする

昆虫に花粉を運んでもらうことで実をつけています。

背景と目的

もしこのような送粉昆虫がいなくなると、農作物も実をつけることができないので

日本：4700億円/年 世界：24兆ｰ60兆円/年

の損失が出ると試算されています（IPBES 2016, 小沼・大久保2015）。

しかし近年、これらの送粉昆虫が世界的に減少傾向にあることが

指摘されており、懸念が高まっています。

1. あまり知られていない送粉昆虫への理解を深めてもらう必要があります。

2. この問題を広く発信し、多くの方の問題意識を高める必要があります。

3. この問題の解決に向けて多くの方の知識や経験を集約する必要があります。

第2回ミツバチサミット（2019）の開催
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第2回ミツバチサミットの概要

日時

主催

場所

参加者

2019年12月13（金）-15（日）

ミツバチサミット実行委員会
（実行委員長：横井智之 実行委員：51名）

つくば国際会議場 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目20-3

1500人（想定） （第1回ミツバチサミット 実績922人）

内容

*詳細は変更する可能性があります。随時ご相談ください。
（前回内容は、前回公式ガイドブックをご覧ください）
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1. 11のシンポジウム （35講演）

2. ポスターセッション

3. フォトコンテスト

4. ブックカフェ

5. プロ養蜂家技術講習会

6. 農家さん向け技術講習会

7. 子供向け企画

8. 一般向け企画多数



4つくば国際会議場

つくば市中心部にあり、多くの国際会議、イベントが開催されています。会期中は1階、2階を貸し切ります。

1F

2F

3F

4F

*大ホールは1258名収容

1F

2F



5ミツバチサミットの参加者のイメージ

異業種・異分野の新たな出会いの場を御提供します。

前回参加者の興味 ％

二ホンミツバチ 39%

セイヨウミツバチ 38%

ハチミツ・ローヤルゼリーなど 9%

医療 5%

教育 4%

マルハチバナなど送粉昆虫 3%

文化芸術 2%

*アンケート結果による



告知

*内容詳細についてはご相談ください。

インターネット
公式ホームページ

メールマガジン

SNS（Facebook・Twitter)

メディア
テレビ

ラジオ

新聞

雑誌

広告

ポスター

チラシ

公式パンフレット

話題性
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近隣学校配布チラシ全国配布チラシ

ラヂオつくば生出演

牛久コミュニティ放送
（FMうしくうれしく放送）

毎日新聞
読売新聞



7内容

1.学生支援

3. 記念ブックへのご出稿（広告掲載）

4. ビジネスフェアへのご出展（企業展示）

学生養蜂サミットへ参加する学生への支援として、旅費や宿泊費の援助（現在19校が参加予定）

イベントの開催を記念してサミットの内容を盛り込んだ記念ブックを出版します。
その記念ブックに御社の広告を掲載させて頂きます。御社名あるいは御社商品を長期的に訴求できます。

ミツバチサミットの会期中に企業展示スペースを設けます。企業展示では、物販や宣伝だけでなく、ミツバチやミツバ
チを取り巻く自然に関心の高い参加者の方々と直接交流を深める機会となります。

2019年6月21日 ～ 2019年9月30日受付期間

2. 通常のご協賛
イベント全体に御協賛頂くものです。特典としてウェブサイト、パンフレット、ポスター等に御社名を表示しますので、
ミツバチサミットのイメージとともに御社名を参加者の記憶に残します。

5.ネームホルダー協賛
参加者の名札ストラップに御社名を名入れ致します（名札本体への名入れも可能です。別途ご相談下さい。）



2.通常のご協賛の種類

種類

＊1. 公式パンフレットは、当日の案内図となる会場マップとプログラムを記載したものです（数ページ）。

お申し込み方法

・別添書類別紙“申込書”の内容をメールでお送りいただくか、申込書にご記入の上FAXしてください。

・お手続きの詳細は、別添書類「協賛募集要項」 」をご覧いただき、実行委員までご連絡ください。

・特別区分のお申込みに関しては実行委員会事務局に直接ご連絡下さい。
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区分
特典

協賛金
公式HP 公式パンフレット*1 ポスター・チラシ 会場モニター 会場アナウンス

協賛1 御社名表示 御社ロゴ 50,000

協賛2 バナー表示（小） 御社ロゴ 100,000

協賛3 バナー表示（中） 御社ロゴ 御社名表示 200,000

協賛4 バナー表示（中） 御社ロゴ 御社名表示 御社名表示（小） 300,000

協賛5 バナー表示（大） 御社ロゴ 御社ロゴ（小） 御社名表示（中） 400,000

協賛6 バナー表示（大） 御社ロゴ 御社ロゴ（大） 御社名表示（大） 音声アナウンス 500,000



特典のイメージ

ホームページでのバナー表示（例）

大

中

中

小

提供：○○株式会社

会場アナウンス例
♪「ミツバチサミット2019は、
株式会社○○様に御協賛頂いております。
厚く御礼申し上げます。」

会場モニターでの表示

＊ネームホルダーの名入れのイメージ
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3.記念ブックへのご出稿（広告掲載） 10

記念ブック ［○○（未定）］

発売日 2019年12月13日（開催日）

発行部数 1,000部

判型 B5判

総頁数 100頁

定価 1500円

広告料金
*詳細は変更する場合がございます。

種別 出稿料金（円）
サイズ

(mm×mm)

表2 見開き1 200,000 182×257

表3 見開き2 200,000 182×257

表4 裏表紙 300,000 182×257

タイアップ記事 120,000 182×257

カラー1P 100,000 182×257

カラー1/2P 50,000 128×182

・料金は構成・デザイン費を含みます。

• ミツバチサミットの概要

• 専門家による研究紹介

• ミツバチや送粉者の各地の取り組み

• 各地の愛好会等の団体の問い合わせリスト

etc..

内容

*詳細は変更する場合がございます。

<参考> 第1回ミツバチサミットで作成した記念ブック

表紙 内容例

お申し込み方法 • 別添書類“申込書”の内容をメールでお送りいただくか、申込書にご記入の上FAXしてください。
• 先着順となりますので枠がすべて埋まり次第、募集を終了させて頂きます。
• ご出稿に関して実行委員会の審査がございます。・タイアップ記事の詳細は御相談させてください。



114.ビジネスフェアへのご出展（企業展示）

お申し込み方法

1コマ（2m×2m） ¥50,000

2コマ（2m×4m） ¥100,000
*3コマ以上につきましては別途御相談となります。

25.3m

2
4

.8
m

搬入口

出入口

展示パネル

長机

多目的ホール

前回の企業展示の様子

1
0
コ
マ

10コマ

貸出/1コマ

• 別添書類“申込書”の内容をメールでお送りいただくか、申込書にご記入の上FAXしてください。
• 先着順となりますので枠がすべて埋まり次第、募集を終了させて頂きます。
• 実行委員会の審査がございます。
• 展示場所につきましては実行委員会で調整の上、ご連絡させて頂きます。



12第２回ミツバチサミット201９ に後援・協賛頂いている企業・団体のみなさま

アズマ養蜂場みつばち農園
岩波実業
平成理研株式会社
NTNテクニカルサービス株式会社
アース製薬株式会社
株式会社アシスト
株式会社コロンバン
サージミヤワキ株式会社
日本在来種みつばちの会
洛和会音羽病院
茨城県獣医師会
株式会社秋田屋本店
株式会社長坂養蜂場
京都ニホンミツバチ研究所
アピ株式会社
フィード・ワン株式会社
アリスタヘルスアンドニュートリションサイエンス株式会社
日本蜂蜜株式会社
高雄工業株式会社
株式会社枝次養蜂園
京都二ホンミツバチ週末養蜂の会
有限会社SPEC（養蜂器具のスペック）
株式会社竹中工務店
株式会社こぶた舎
バイエルクロップサイエンス株式会社
住友化学株式会社
株式会社アグリセクト
包み屋（くるみや）
日新蜂蜜株式会社
ターナー色彩株式会社
日本はちみつマイスター協会

後援

茨城県

つくば市

在日ブルネイ・ダルサラーム大使館

毎日新聞

茨城新聞社

全国はちみつ公正取引協議会

全国ローヤルゼリー公正取引協議会

日本昆虫学会

日本応用動物昆虫学会

日本生態学会

日本動物学会

日本比較生理生化学会

（順不同・敬称略）

協賛

助成

国際花と緑の博覧会記念協会

つくば観光コンベンション協会



13前回（第1回）よりもさらに充実したミツバチサミットへ

参加者 約900人 約1500人

日程 2日間 3日間

場所 筑波大学 国際会議場

出版 ガイドブック 案内パンフレット＋記念ブック

協賛 サミット協賛 サミット協賛，ブック協賛，企業展示

第1回 第2回

内容
シンポジウム＋
自主企画

4部門
（サイエンス, フェスタ, キッズ, プロフェッショナル）



2018

9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

スケジュール 14

実行委員会編成

会場決定（仮予約）

一般向け告知開始

自主企画一般公募

フォトコン内容決定

ミツバチ
サミット

2019

ご協賛受付開始

各種コンテスト応募受付開始

Facebook 告知＆情報発信

参加受付開始

TV・ラジオ告知

新聞・雑誌告知

当日取材→記事
公式ガイドブック完成
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ミツバチサミット実行委員会

事務局

E-mail： office@bee-summit.jp
Tel： 080-2580-3443
Fax： 029-307-8339

委員長 横井 智之（筑波大学 助教）
〒305-8572茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学大学院生命環境系保全生態学研究室


