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ジャパン・ドローンジャパン・ドローン 20162016
Japan DroneJapan Drone--Expo for Commercial UAS marketExpo for Commercial UAS market--

会期 ： 2016年 3月 24日（木）～26日（土）
会場 ： 幕張メッセ
主催：一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
共催：株式会社コングレ、株式会社スペースメディアジャパン

http://japan-drone.com/

展示会出展要項

■開催概要
○名　称：
　Japan Drone 2016（ジャパン・ドローン 2016） 
 　─ Expo for Commercial UAS market ─
○日　程：
　展示会　搬入　2016年 3月 22日（火）～ 23日（水）　
　　　　　開催　2016年 3月 24日（木）～ 26日（土）　　　　　
　　　　　　　　10：00 ‒ 17：00
○会　場：幕張メッセ 

■出展料金（消費税別）

■お申し込み、お支払い
　別紙の出展申込書に必要事項をご記入いただき、Japan 
Drone 運営事務局へご提出ください。申し込み受領後、
運営事務局より請求書を発行いたしますので、期日までに
指定銀行口座へお振り込みください。入金確認をもちまし
て、正式な申し込み完了となります。

■出展の取り消し
　出展申し込み後のキャンセルは原則認められません。
　ただし、主催者がやむを得ないと判断した場合はキャン
セルを認めることがあります。この場合、出展規約に記載
された基準にてキャンセル料をお支払いください。キャン
セル通知受領日は、運営事務局が書面による通知を受領し
た日とします。

■申込締切日
　2015年 10月 20日（火）

■出展者説明会
　2015年 12月中旬頃

■小間位置の決定
　展示会場内の小間位置については、主催者にて決定し
ます。

※ベンチャー企業とは、資本金 1,000 万円以下かつ設立３年以
内の企業が該当します。

基礎小間 ＋ パッケージブース基礎小間 Startup ブース
〈ベンチャー企業・学校法人専用〉

※スペースのみ。
※壁面や展示台、備品、サイン、照明・電源
等は各出展者にて別途ご手配ください。

※隣接小間がある場合、隣接面には必ず壁
面（高さ2.7m）を設置してください。

※パッケージブースに含まれるもの
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・カーペット（×小間数）
・社名サイン（1ブース1枚）
・スポットライト（3灯 ×小間数）
・100V500W２口コンセント（1ヶ×小間数）
・電気幹線工事費及び電気使用料
（1KW×小間数）
・レセプションカウンター（1ブース1台）　
・カウンターチェア（1ブース1脚）

※ブースに含まれるもの
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・展示台（W2m）
・社名サイン（1ブース1枚）
・スポットライト（2灯 ×小間数）
・100V500W２口コンセント（1ヶ×小間数）
・電気幹線工事費及び電気使用料
（1KW×小間数）

《―出展お申し込み・お問い合わせ先―》

Japan Drone 運営事務局  （株式会社 スペースメディアジャパン内）　　　
〒 102-0083　東京都千代田区麹町 5-1　弘済会館ビル
TEL : 03-3512-5672　FAX : 03-3512-5680　E-mail : japan-drone@smj.co.jp

タイプ 一般 JUIDA会員

基礎小間
（3m×3mスペースのみ）

400,000 円
×小間数

360,000 円
×小間数

基礎小間＋
パッケージブース
（3m×3m）

520,000 円
×小間数

480,000 円
×小間数

角小間希望
（オプション、２小間以上） 30,000 円 ×１面あたり

Startup ブース
＜ベンチャー企業・学校

法人専用＞
（2m×2m）

250,000 円 ×小間数

出展のご案内

3m

3m

3m

3m
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2m 2m
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Japan Drone-Expo for Commercial UAS market-

日本発。世界発。
「空における新たな産業革命」といわれる民間ドローン（無人航空機システム）産業の

国際総合展示会＆国際コンファレンス

　一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）は、株式会社コングレ、株式会社スペースメディアジャパンと共催で、
2016年3月24日（木）～ 26日（土）、幕張メッセにおいて「Japan Drone 2016」を開催いたします。
　本展は、単独開催としては日本初の大規模な民生用・商業用ドローン（無人航空機）の国際展示会となります。
　ドローンは、わが国ではこれまで、農薬散布等限られた分野で利用されてきましたが、昨今、空撮、学術調査、測量、
監視、観測、施設点検、物流等幅広い分野での活用が始まっており、JUIDAではこうしたドローンの活用を「空の産業
革命」と位置づけ、日本におけるドローン産業の振興発展を支援しています。今後、世界では本格的な商用ドローンの
開発が加速していくものと考えられ、日本の優れた技術力が貢献できる場面が広がってくることが期待されます。
　今回のイベントは、「ドローン産業の健全な発展と市場の拡大」、また「ドローンをめぐる安全なルール作り」の議論
の場を目指したもので、国内のみならず海外からの出展者により構成される国際展示会、国内外のキーパーソンによる
国際コンファレンス、出展者等によるフライトショーケースなどを含むイベントを計画中です。
　ドローンおよびその関連技術や製品、ドローンを利用したさまざまなサービスを提供、および検討されている企業、
団体、機関からの幅広いご参加をお待ち申し上げます。

名　称：Japan Drone 2016（ジャパン・ドローン2016）―Expo for Commercial UAS market― 
　　　　http://japan-drone.com/

会　期：  【 国 際 展 示 会 】 2016年 3月24日（木）～ 26日（土） 10:00 ～ 17:00
 【国際コンファレンス】 3月24日（木）～ 25日（金）
 【フライトショーケース】 3月24日（木）～ 26日（土）
会　場：幕張メッセ
主　催：一般社団法人 日本ＵＡＳ産業振興協議会（JUIDA）
共　催：株式会社 コングレ、株式会社 スペースメディアジャパン 
協　賛：日本産業用無人航空機協会、

ミニサーベイヤーコンソーシアム（順不同、申請予定）
特別協力：米国AUVSI、欧州UVS International（順不同、申請予定）
後　援：経済産業省、国土交通省、総務省、防衛省、農林水産省、

文部科学省、日本航空宇宙工業会、宇宙航空研究開発機構、
他 （順不同、申請予定）

入場料：￥2,000（税込）　※ただしWEB事前登録者、招待状持参者は無料
来場者数：8,000人（予定）

ジャパン・ドローン2016 の特長

日本で初めて単独開催の国際的なドローン専門展示会・コンファレンス日本で初めて単独開催の国際的なドローン専門展示会・コンファレンス
◉ビジネスマッチングなどを通じた実践的な商談の場
◉日本のドローン技術を広く世界に発信する場
◉イベントやセミナーなどを通じて、ドローンの安全な運用や利用などに関する共通のルール作りを促進
◉実際のデモフライトなどを体験

イベント構成（予定）

出展対象

●ドローン（無人航空機）及び関連分野
（無人航空装置及びプラットフォーム／アプリケーション・ソフトウェア／カメラ＆イメージングシステム／データ＆通信
／開発サービスと施設／グラウンドコントロールシステム／材料＆製造装置／推進装置＆パワーシステム／インテグレー
ションシステム／ナビゲーション＆ガイダンスシステム／ロボティクス技術／シミュレーション・トレーニング／その他）

●ドローン（無人航空機）を利用した各種サービス分野
（撮影／調査／警備・セキュリティ／測量／物流／農業／施設点検／災害対策／その他）
●その他サービス
（保険／教育／その他）

来場対象

●ドローンを活用したい産業分野のビジネスパーソン
（政府機関、地方自治体、撮影・放送、警備、物流、調査、建築・土木、
研究機関など）

●ドローンのサービスを活用したいビジネスユーザー、他

ご挨拶

開催概要

一般社団法人  日本 UAS産業振興協議会（JUIDA）
理事長　鈴木　真二

●国内出展者　●海外出展者　● Startup ブース（ベンチャー企業・学校法人専用ゾーン）　
●企画展示コーナー（主催者ゾーン）　●ビジネスマッチング・ゾーン

●基調講演　●トラック別セッション
　テーマ：日本および世界のドローン状況、技術革新、ビジョン等
　・ドローンテクノロジー・トラック
　・ドローンアプリケーション・トラック
　・グローバルトレンド・トラック
　・レギュレーション・トラック

●飛行ロボットコンテスト　●出展企業のフライトプロモーション

国際展示会（3日間：3 月 24日～ 26日）

フライトショーケース /Drone Flight Showcases（3日間：3 月 24日～ 26日）

国際コンファレンス（2日間：3 月 24日～ 25日）

―3月25日（金）― ―3月26日（土）――3月24日（木）―

幕張メッセ（外観）
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