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ドローン（無人航空機システム）をテーマにした国際展示会
「Japan Drone 2016（ジャパン・ドローン 2016）
」の開催について
拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

さて、このたび我が国における無人航空機システム（UAS：Unmanned Aircraft Systems）産業の振興
と普及を目的とする一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会（略称 JUIDA）と、2012 年東京で開催された
IMF・世界銀行年次総会等のトータルプロデュースを手掛けた日本を代表するコンベンションオーガナイ
ザー株式会社コングレ、そのグループ会社で展示会運営を専門とする株式会社スペースメディアジャパン
は、今後大きな成長が見込まれるドローンとそのドローンを利用したサービス等の振興をテーマとした
本格的な国際展示会＆会議「Japan Drone 2016（ジャパン・ドローン 2016）」を 2016 年 3 月 24 日（木）
～3 月 26 日（土）までの 3 日間、幕張メッセにて初開催することになりました。
このイベントは、我が国における民生用「ドローン（無人航空機）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
出展社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、出展社等による
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。2016 年を初回開催として毎年開催する予定で、
日本発「ドローンマーケット」の拡大に寄与することを目指しています。
このイベントの特長は以下の 5 点。①日本で初めての本格的な民生用のドローン市場に向けたイベント
であること

②日本のドローン技術を広く世界に発信する場であること

③イベントやセミナーを通じて

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すること
ライトショーケース）などを体験できること

④実際のデモフライト（フ

⑤ベンチャー企業の多いドローン産業に実践的な商談の場

を提供できることこれらの特長を最大限に発揮できるよう、主催者一同開催に向けて最大限の努力してま
いる所存です。
つきましては、このイベントの趣旨、目的をご理解いただき今後ともご支援をいただきますようお願い
申しあげます。
敬具

【お問い合わせ】
Japan Drone 2016 運営事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 2F ㈱スペースメディアジャパン内
TEL: 03-3512-5672

FAX: 03-3512-5680

E-mail: japan-drone@smj.co.jp
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「Japan Drone 2016 開催概要」
名称：Japan Drone 2016（ジャパン・ドローン 2016）-Expo for Commercial UAS marketURL: http://www.japan-drone.com/
会期：コンファレンス
展示会

（4 月オープン予定）

2016 年 3 月 24 日（木）～25 日（金）
2016 年 3 月 24 日（木）～26 日（土）
10:00 – 17:00

フライトショーケース

（3 日間とも）

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
URL: http://uas-japan.org/
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
URL: http://www.congre.com/

URL: http://www.smj.co.jp/

出展規模：１２０社（予定）
展示使用面積：１３，５００㎡（予定）
出展対象分野：ドローン（無人航空機）及びプラットフォームを構成する分野（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＆通信システム、開発サービス、グラ
ンドコントロールシステム、材料及び製造装置、推進装置＆パワーシステム、バッテリー、
ナビゲーション＆ガイダンスシステム、ロボティクス技術など）、ドローンを利用した各種
サービス（空撮、調査、警備、測量、施設の点検、物流、農業利用など）
、その他のサービ
ス（ドローンに向けた保険、サプライなど）
出展費用：￥４３２，０００（税込：1 小間あたり
￥５６１，６００（税込：1 小間あたり

3m x 3m x 2.7m）＜スペースのみ＞
3m x 3m x 2.7m）＜パッケージブース付き＞

来場者数（登録者数）
：８，０００人（予定）
来場対象者：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
入場料：￥２，０００（税込み）
＊ただし事前登録者、招待状持参者は無料。
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（申請予定）

特別協力：米国 AUVSI、欧州 UVS International（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（以上、申請予定）

【お問い合わせ】
Japan Drone 2016 運営事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 2F ㈱スペースメディアジャパン内
TEL: 03-3512-5672

FAX: 03-3512-5680

E-mail: japan-drone@smj.co.jp

2

Japan Drone 2016 記者発表会
出席者紹介

●一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会
＊理事長

鈴木 真二

（東京大学大学院

教授）

（プロフィール）
1953 年岐阜県生まれ。1979 年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。
(株)豊田中央研究所を経て、現在、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授。
工学博士。専門は航空工学。日本航空宇宙学会会長（第４３期）。国際航空科学連盟（ICAS）
理事など。著書に、『飛行機物語』(筑摩書房)、
『現代航空論』(編集、東京大学出版会)、
『落ちない飛行機への挑戦』（化学同人社）などがある。
副理事長

千田

泰弘（一般社団法人 JAC‐新鋭の匠‐理事）

理事・事務局長

熊田

知之（ブルーイノベーション株式会社

監事

山中

武彦

相談役）

●株式会社コングレ
＊代表取締役社長

武内 紀子

（プロフィール）
大阪大学卒業後、コンベンション企画運営会社で博覧会、イベント等の運営を担当。
1990 年よりコングレの設立に参画し、2001 年に取締役営業企画部長に就任、2011 年より代表
取締役専務、2013 年 6 月より代表取締役社長。G8 北海道洞爺湖サミット、IMF・世銀総会、
地球温暖化防止京都会議（COP3）など、首脳級・閣僚級国際会議を営業の責任者として統括。
集客施設の運営においても、日本科学未来館、六本木ヒルズ展望台、各地のコンベンション
センターの立ち上げなど数々の経験を有す。
取締役執行役員
施設・展示事業本部

副本部長

「Japan Drone 2016」チーフ・プロデューサー

管埜

寛之

取締役執行役員
施設・展示事業本部

本部長補佐兼コングレ上海

大椛 洋一

●株式会社スペースメディアジャパン
代表取締役社長

鮎川

俊文

事業部

高木

和芳

部長
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総経理

主催団体について
●一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会について
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（略称ＪＵＩＤＡ：Japan UAS Industry Development
Association）は、近年飛躍的な発展を遂げている無人航空機システム（ＵＡＳ： Unmanned Aircraft
System）の、民生分野における積極的な利活用を推進するとともに、ＵＡＳの応用技術の研究開発、
安全ルールの研究、人材育成、環境整備に努め、ＵＡＳ関連の新たな産業・市場創造、健全な育成と
発展に寄与するために、非営利・中立の立場でさまざまな活動を行っている。理事長は航空工学の権威
であり、東京大学大学院教授の鈴木真二が就任。設立は 2014 年の 7 月。2 月末現在、正会員・賛助会
員等の会員数は約１００を数えている。
連絡先：
一般社団法人 日本 UAS 産業振興協議会 （ブルーイノベーション株式会社 内）
東京都千代田区神田錦町 3-16-11 エルヴァージュ神田錦町 4F
TEL：03-3293-8801（受付／土日祝日除く

9:00〜17:00）

FAX：03-3293-8802
●株式会社コングレについて
1990 年創立。国際会議をはじめとした我が国のコンベンション業界のリーディングカンパニー。日本
全国で事業を展開しており、札幌から沖縄まで 7 カ所に拠点を置く。2008 年Ｇ８北海道洞爺湖サミッ
ト、2012 年ＩＭＦ・世界銀行年次総会といった大規模な国際会議の運営をはじめ、学術会議運営、企
業イベントのプロデュースなど幅広い業務を担当している。また大阪に自社コンベンション施設「コン
グレコンベンションセンター」を 2013 年春にスタートさせ、ソフトだけでなくハード（施設）の運営
事業分野へも進出している。今回の本格的な展示会主催事業はコングレにとって新たな分野であるが、
新市場を盛り上げるため全力をあげて取り組む所存である。
連絡先：
株式会社

コングレ

東京本社

東京都千代田区麹町５－１弘済会館ビル
TEL：03-5216-5551（受付／土日祝日除く

9:30〜17:30）

FAX：03-5216-5552
●株式会社スペースメディアジャパンについて
1986 年国際展示会の運営会社として設立し、2000 年にコングレのグループ会社となる。海外とのネッ
トワークを活かし、国内の大規模国際展示会（スーパーマーケット・トレードショー、NIKKEI MESSE
そして東京ゲームショウなど）の海外事務局を担当。主催事業も手掛けており、有機農産物や有機化粧
品などをテーマにした「オーガニック EXPO together with BioFach Japan」を東京ビッグサイトで毎
年開催している。今回のイベントでは全体の運営事務局を担当する。
連絡先：
株式会社スペースメディアジャパン
東京都千代田区麹町５－１弘済会館ビル
TEL：03-3512-5670（受付／土日祝日除く

9:30〜18:00）

FAX：03-3512-5680
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