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出展のご案内

【日本】 
●アクアコスモス株式会社
●アジア航測株式会社
●アマナドローンスクール
●株式会社アローセブン
●株式会社イージステクノロジーズ
●株式会社イームズラボ
●イームズロボティクス株式会社
●株式会社イメージワン
●公立学校法人岩手県立大学
●株式会社岩根研究所
●インダストリーネットワーク株式会社
●株式会社インプレス
●株式会社ウェザーニューズ
●株式会社Ace-1
●エアロジーラボ株式会社
●株式会社エアロネクスト
●ENERGEN JAPAN
●NTT空間情報株式会社
●エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
●株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
●株式会社NTTドコモ
●株式会社オーム社
●大分県ドローン協議会（大分県産業科学技術センター）
●学校法人大阪経済大学
●一般社団法人おもてなしICT協議会
●株式会社ORSO
●株式会社関西総合情報研究所
●学校法人関西大学
●高度空間計測技術開発コンソーシアム
●関西テレビ放送株式会社
●国立大学法人九州大学大学院
●クオリティソフト株式会社
●株式会社グローバルインフォーメション
●群馬インターネット株式会社
●株式会社警備保障新聞新社
●株式会社光響
●広友イノテックス株式会社
●晃洋設計測量株式会社
●国際航業株式会社
●五光物流株式会社
●株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
●サレジオ工業高等専門学校
●学校法人静岡理工科大学
●国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
●株式会社ジェピコ

●株式会社ジツタ
●学校法人湘南工科大学
●Swellpro Japan
●SkyLink Japan
●一般社団法人セキュアドローン協議会
●株式会社ゼンリン
●株式会社想画
●ソフトバンク株式会社
●株式会社ソリトンシステムズ
●大日本印刷株式会社
●田中電気株式会社
●Dアカデミーアライアンス
●Dアカデミー沖縄 那覇校（株式会社MIKATA）
●Dアカデミー関東 群馬校（一般社団法人利根沼田テクノアカデミー）
●Dアカデミー関東 埼玉校（株式会社ジュンテクノサービス）
●Dアカデミー関東 東京校（Dアカデミー株式会社）
●Dアカデミー関東 長野校（株式会社小宮山土木）
●Dアカデミー九州 福岡校（株式会社ホットプロシード）
●Dアカデミー近畿　和歌山校（株式会社未来図）
●Dアカデミー近畿　大阪校（株式会社未来図）
●Dアカデミー四国（株式会社矢野商店）
●Dアカデミー中国（白石建設有限会社）
●Dアカデミー中国　島根校（株式会社ナガタ）
●Dアカデミー中部　静岡校（合同会社ドローンテック静岡）
●Dアカデミー東北（株式会社スリーアイバード）
●Dアカデミー北陸　金沢校（有限会社エルダーシステムコンサルタンツ）
●Dアカデミー北海道　札幌校（株式会社北日本工事測量）
●DJI JAPAN株式会社
●テクノシステム株式会社
●テラドローン株式会社
●東京都市大学
●株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン
●有限会社トラスト
●株式会社DoriRobo
●株式会社Drone IP Lab
●ドローンインターナショナルアソシエーション（株式会社ビーガル）
●一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）
●一般社団法人ドローン女性雇用促進協会
●一般社団法人ドローン大学校
●DRONE BASE
●株式会社ドローンママ
●DRONE MEDIA
●株式会社内外出版社
●南天ドローンパーク
●株式会社日刊工業新聞社
●株式会社ニコン・トリンブル

●西日本電信電話株式会社
●学校法人日本医科大学千葉北総病院
●日本海洋株式会社
●一般財団法人日本気象協会
●一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）
●学校法人日本航空学園
●株式会社日本サーキット
●一般社団法人日本産業用無人航空工業会（JUAV）
●日本DMC株式会社
●日本ドローンアカデミー
●一般社団法人日本ドローンコンソーシアム
●日本電気株式会社
●日本マルチメディア・イクイップメント株式会社
●一般財団法人　総合研究奨励会
　日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）
●日本ラジコン模型工業会（JRM）
●日本ロボット株式会社
●一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
●株式会社パスコ
●浜松ホトニクス株式会社
●株式会社ハミングバード
●パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
●パレードグループ合同会社
●株式会社日立システムズ
●株式会社日立製作所
●株式会社日立ハイテクソリューションズ
●ヒトロボ株式会社
●フェリカポケットマーケティング株式会社
●株式会社フカデン
●福島県
●富士通株式会社
●特定非営利活動法人ふじのくにSKYイノベーション
●双葉電子工業株式会社
●株式会社FLIGHTS
●ブラザー工業株式会社
●ブラザー販売株式会社
●ブルーイノベーション株式会社
●株式会社プロニュース
●有限会社ボーダック
●株式会社ホーペック
●マクセル株式会社
●マゼランシステムズジャパン株式会社
●株式会社松屋アールアンドディ
●三菱電機エンジニアリング株式会社
●株式会社ミライト・テクノロジーズ
●株式会社みるくる

●株式会社モリサワ
●楽天ドローン
●楽天AirMap株式会社
●リーグルジャパン株式会社
●有限会社ユークラフト

【アメリカ】 
●General Atomics Global Corporation
●GreenValley International
●Trimble Inc. ‒Integrated Technologies
●VUFINE Inc.

【イスラエル】 
●イスラエル大使館
●Magna BSP
●Netline Communications Technologies（NCT） LTD.
●SkyHopper by Mobilicom

【オーストラリア】 
●World of Drone Congress

【台湾】 
●Metal Industries Research & Development
   Centre（MIRDC）
●TAIWAN UAS DEVELOPMENT ASSOCIATION

【中国】 
●Beijing TT Aviation Technology
●RICHENPOWER Ltd.
●Shenzhen UAV Industry Association
●xoar aerotech

【フランス】 
●Atechsys

【ベルギー】 
●Unifly  NV

Japan  D rone  2018（第3回）開催実績

国際展示会（160社・団体 / 180小間）

展示会出展要項

出展に関するスケジュール（予定）

国際コンファレンス（2日間で全23セッション）

多彩な併催イベント

Japan Drone 2018 出展者

●出展者ワークショップ
●出展者フライトショーケース
●Drone Movie Contest
●Best of Japan Drone アワード
●ドローンスクール / 体験会
●ドローンビジネスチャレンジ

主な出展規定
●出展ブースでのドローンフライトは、防護ネットやヘルメット

着用などの十分な安全策を施してから行ってください。
●会場スケジュール、高さ制限等のブース装飾規定、その他に

つきましては、出展者説明会（12月開催予定）にてご案内し
ます。

早期出展申込のおすすめ
2018年9月30日までに正式に出展申込書を提出していただ
いた出展者様には以下の特典をご用意いたしました。ぜひ
早めのお申込みをご検討ください。

●ネットワーキングレセプションへ2名様ご招待
●ドローン・イノベーションセミナー（有料）
　コンファレンスチケット2名様分提供

主催： 共催：

出展料金（消費税別）

※その他、特別企画ブースをご用意致します。
　（詳しくは運営事務局までお問い合わせください）

Copyright 2017&2018 by Congress Corporation and Space Media Japan Co.,Ltd

1小間あたり

2019年3月13日水～15日金
幕張メッセ会場 （10：00～17：00）

●開催概要
　発表

●出展者説明会 ●各種提出書類
　〆切

●11日（月）
　～12日（火）
　出展者搬入日
●13日（水）
　～15日（金）
　会期

●30日（日）
　早期申込
　特典終了

●14日（金）
　出展申込締切

2018/7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018/1月 2月 3月

（３ｍｘ３ｍスペースのみ）基本小間
420,000円ｘ小間数一　般

378,000円ｘ小間数JUIDA 会員

（オプション、2小間以上）角小間希望
30,000円ｘ1面あたり一　般 JUIDA 会員

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

出展に関する
お問い合わせ

（３ｍｘ３ｍ）基礎小間＋パッケージブース
540,000円ｘ小間数一　般

498,000円ｘ小間数JUIDA 会員
＜仕様＞
・サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・カーペット（選択色よりセレクト）
・社名サイン／パラペット
・レセプションカウンター（1台）
・カウンターチェア（1脚）
・スポットライト（3灯）
・2口コンセント
 （100V500W　電気幹線工事費及び電気使用料込）

〈ベンチャー企業・学校法人専用〉Start upブース
260,000円ｘ小間数一　般

＜仕様＞
・サイズ：間口2m×奥行2m×高さ2.7m
・システム壁面（高さ2.7m）
・システム展示台
・社名サイン／パラペット
・スポットライト（2灯）
・2口コンセント
 （100V500W、1ケ　電気幹線工事費及び電気使用料込）

<ドローン専門展 B to B 商談会>
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主 催 ご 挨 拶 日本最大！ 唯一のドローンに特化した
『単独開催』の専門展示会＆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、2019年3月13日(水)～15日(金)、幕張メッセにおいて「Japan Drone 2019」を
開催いたします。
　本展は、大規模な民生用・商業用ドローン(無人航空機)の単独展示会として、2016年に初めて
開催し、今回で第4回目をむかえます。
　無人航空機(ドローン)は、空撮、農業、測量、監視、観測、施設点検、物流等幅広い分野での活用が
始まっています。JUIDAでは今年を「ドローン物流元年」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。世界では本格的な商用ドローン産業の開発がますます加速していくもの
と考えられ、日本の優れた技術力が貢献できる場面が、確実に広がっていく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。

　2016年の初開催以来ドローン産業界の着実な成長とともにそのスケールを
拡大してきたJapan Droneは、本年3月に開催された第3回では出展者160社、
来場者11,000人超を達成し、名実ともに我が国最大のドローン関連イベント
として国内ばかりでなく海外からも注目される存在となってまいりました。
　Japan Drone 2019では、開催曜日の変更にともない、よりビジネス to 
ビジネス色を強めること、国際化を推進すること、ドローン業界の大きなテーマ
である「目視外飛行・夜間飛行」の実現なども視野に入れ、ドローンに関わる様々
なビジネス分野をターゲットとして開催いたします。
　この機会に貴社の製品やサービスの販路拡大にまた情報収集やネットワーク
の構築などPRの場としても是非お役立てください。

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

●会 　 　 期 ： 【国際展示会】 2019年3月13日（水）～15日（金）
 【国際コンファレンス】 3月13日（水）～15日（金）
 【フライトショーケース】 3月13日（水）～15日（金）
●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
●出 展 者 数 ： 200社・団体（予定）
●来 場 者 数 ： 15,000名（予定）
●後 　 　 援 ： 経済産業省、国土交通省、農林水産省、内閣府地方創生推進事務局、千葉県、千葉市、
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、
 国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）、
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、イスラエル大使館、一般社団法人新経済連盟（順不同・申請中含む）
●協 　 　 賛 ： 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会（JUAV）、
 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム（JDC）、一般社団法人セキュアドローン協議会、
 日本ラジコン模型工業会（JRM）、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）、
 一般財団法人総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）、
 学校法人日本航空学園、一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）、
 一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）（順不同・申請中含む）
●オフィシャルメディアパートナー ： 日経産業新聞
●オフィシャルメディアスポンサー ： ドローンジャーナル、Drone.jp、Global Information、物流ニッポン、
 月刊ロジスティクス・ビジネス、DRONE NEXT、日刊建設通信新聞、ロボコンマガジン、DRONE MEDIA、CEND.jp、
 警備新報、月刊イベントマーケティング、週刊農機新聞、Drone Agent（順不同・申請中含む）
●入 場 料 ： ￥2,000（税込） ※ただし事前登録者、招待状持参者は無料

ジャパンドローン2019｜第4回 
Japan Drone 2019 － Expo for Commercial UAS Market ー

出 展 対 象
ドローン（無人航空機）製造
および関連分野

ドローン（無人航空機）を
利用した各種サービス分野

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

ドローンのサービスを活用したいビジネスユーザー

●撮 影・映 画 分 野：テレビ局、映画会社、映像プロダクションなど
●施設・設備点検分野：メインテナンス会社、ゼネコン、高速道路管理運営会社など
●物 　 流 　 分 　 野：宅配便サービス会社、倉庫会社、ネット販売会社など
●警 　 備 　 分 　 野：ビル管理会社、デベロッパーなど
●農 　 業 　 分 　 野：地方自治体、農協など
●災害調査・支援分野：地方自治体、警察、消防、救急医療など
●測 　 量 　 分 　 野：設計事務所、地方自治体災害対策部門など
●運 送・運 輸 分 野：送会社、物流会社など

あなたの業種を教えてください。

ドローンに関係する興味分野をお聞かせください。（複数解答）

総合的に判断して、出展された結果はどうでしたか？

その他サービス

Japan Drone 2019 の 特 長

出 展 者 アンケ ート（Japan  D rone  2018  出 展 者 アンケ ートより）

来 場 者 アンケ ート（Japan  D rone  2018  来 場 者 アンケ ートより）

多 数 のメディア の 取 材・掲 載 実 績 も 多 数！

※詳細についてのお問い合わせは、運営事務局までご連絡ください

・ 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
・ センサー
・ 赤外線計測機
・ その他

・ 撮影
・ 調査
・ 警備＆セキュリティ
・ 物流
・ 農業
・ 施設/設備 点検管理
・ 測量
・ 災害対策
・ その他

※出展者の75％が出展に対し好評価

※71％の方が購買決定に関与 ※89％の方が展示会に満足

・ 保険　　
・ 教育　　
・ その他
・ パイロット/安全管理者 教育スクール

サービス
27%

商品の購買決定権はありますか？ 展示会全体の満足度は？

まあまあ満足した
67%

大変
満足した
22%

あまり満足
できなかった

11%

全く満足
できなかった

0%

製造
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建築
9% 

通信・
放送

11% 

一般・
学生
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官公庁・団体・
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教育機関
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電気・ガス
2%

不動産2%
卸売・小売・飲食2% 金融・保険1%

その他1%

ドローン本体
撮影・映像

ドローンの技術・部品
測量分野

情報・サービス
施設・設備点検

災害調査・支援分野
農業分野
物流分野
警備分野

その他
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●来場メディア数 108（3日間合計） ●放映、掲載先 237件（テレビ局、新聞社、ネットニュースなど）

ドローンに特化した
『単独開催の
専門展示会』

国内外の
キーパーソンによる

『国際コンファレンス』

ドローンの開発や
活用に役立つ

『多彩な併催イベント』

多数の媒体・メディアを
活用した広報宣伝活動による
『来場プロモーション』

01 02 03 04

・ ブランドや取組内容の認知を高めることができたと思う。
・ 今後の展開が楽しみであるが状況はしっかりと冷静にみる必要がある。
・ テレビ、メディアへの露出が想像以上だった。
・ 様々な情報、業界の動きが知れた点が良かったと思う。
・ 自社コンテンツに対しての業界の評価や反応が知れて良かった。
・ 初めての単独出展に不安があったが出展して良かったと思う。
・ 具体的な商談に結びつく客先が多数来場した。

出展者の声
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主 催 ご 挨 拶 日本最大！ 唯一のドローンに特化した
『単独開催』の専門展示会＆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、2019年3月13日(水)～15日(金)、幕張メッセにおいて「Japan Drone 2019」を
開催いたします。
　本展は、大規模な民生用・商業用ドローン(無人航空機)の単独展示会として、2016年に初めて
開催し、今回で第4回目をむかえます。
　無人航空機(ドローン)は、空撮、農業、測量、監視、観測、施設点検、物流等幅広い分野での活用が
始まっています。JUIDAでは今年を「ドローン物流元年」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。世界では本格的な商用ドローン産業の開発がますます加速していくもの
と考えられ、日本の優れた技術力が貢献できる場面が、確実に広がっていく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。

　2016年の初開催以来ドローン産業界の着実な成長とともにそのスケールを
拡大してきたJapan Droneは、本年3月に開催された第3回では出展者160社、
来場者11,000人超を達成し、名実ともに我が国最大のドローン関連イベント
として国内ばかりでなく海外からも注目される存在となってまいりました。
　Japan Drone 2019では、開催曜日の変更にともない、よりビジネス to 
ビジネス色を強めること、国際化を推進すること、ドローン業界の大きなテーマ
である「目視外飛行・夜間飛行」の実現なども視野に入れ、ドローンに関わる様々
なビジネス分野をターゲットとして開催いたします。
　この機会に貴社の製品やサービスの販路拡大にまた情報収集やネットワーク
の構築などPRの場としても是非お役立てください。

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

●会 　 　 期 ： 【国際展示会】 2019年3月13日（水）～15日（金）
 【国際コンファレンス】 3月13日（水）～15日（金）
 【フライトショーケース】 3月13日（水）～15日（金）
●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
●出 展 者 数 ： 200社・団体（予定）
●来 場 者 数 ： 15,000名（予定）
●後 　 　 援 ： 経済産業省、国土交通省、農林水産省、内閣府地方創生推進事務局、千葉県、千葉市、
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、
 国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）、
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、イスラエル大使館、一般社団法人新経済連盟（順不同・申請中含む）
●協 　 　 賛 ： 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会（JUAV）、
 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム（JDC）、一般社団法人セキュアドローン協議会、
 日本ラジコン模型工業会（JRM）、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）、
 一般財団法人総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）、
 学校法人日本航空学園、一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）、
 一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）（順不同・申請中含む）
●オフィシャルメディアパートナー ： 日経産業新聞
●オフィシャルメディアスポンサー ： ドローンジャーナル、Drone.jp、Global Information、物流ニッポン、
 月刊ロジスティクス・ビジネス、DRONE NEXT、日刊建設通信新聞、ロボコンマガジン、DRONE MEDIA、CEND.jp、
 警備新報、月刊イベントマーケティング、週刊農機新聞、Drone Agent（順不同・申請中含む）
●入 場 料 ： ￥2,000（税込） ※ただし事前登録者、招待状持参者は無料

ジャパンドローン2019｜第4回 
Japan Drone 2019 － Expo for Commercial UAS Market ー

出 展 対 象
ドローン（無人航空機）製造
および関連分野

ドローン（無人航空機）を
利用した各種サービス分野

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

ドローンのサービスを活用したいビジネスユーザー

●撮 影・映 画 分 野：テレビ局、映画会社、映像プロダクションなど
●施設・設備点検分野：メインテナンス会社、ゼネコン、高速道路管理運営会社など
●物 　 流 　 分 　 野：宅配便サービス会社、倉庫会社、ネット販売会社など
●警 　 備 　 分 　 野：ビル管理会社、デベロッパーなど
●農 　 業 　 分 　 野：地方自治体、農協など
●災害調査・支援分野：地方自治体、警察、消防、救急医療など
●測 　 量 　 分 　 野：設計事務所、地方自治体災害対策部門など
●運 送・運 輸 分 野：送会社、物流会社など

あなたの業種を教えてください。

ドローンに関係する興味分野をお聞かせください。（複数解答）

総合的に判断して、出展された結果はどうでしたか？

その他サービス

Japan Drone 2019 の 特 長

出 展 者 アンケ ート（Japan  D rone  2018  出 展 者 アンケ ートより）

来 場 者 アンケ ート（Japan  D rone  2018  来 場 者 アンケ ートより）

多 数 のメディア の 取 材・掲 載 実 績 も 多 数！

※詳細についてのお問い合わせは、運営事務局までご連絡ください

・ 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
・ センサー
・ 赤外線計測機
・ その他

・ 撮影
・ 調査
・ 警備＆セキュリティ
・ 物流
・ 農業
・ 施設/設備 点検管理
・ 測量
・ 災害対策
・ その他

※出展者の75％が出展に対し好評価

※71％の方が購買決定に関与 ※89％の方が展示会に満足

・ 保険　　
・ 教育　　
・ その他
・ パイロット/安全管理者 教育スクール
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大変
満足した
22%

あまり満足
できなかった

11%

全く満足
できなかった

0%

製造
18% 

建築
9% 

通信・
放送

11% 

一般・
学生

10% 

官公庁・団体・
地方自治体・
教育機関
9%

商社3%

農林・水産
3%

物流2%

電気・ガス
2%

不動産2%
卸売・小売・飲食2% 金融・保険1%

その他1%

ドローン本体
撮影・映像

ドローンの技術・部品
測量分野

情報・サービス
施設・設備点検

災害調査・支援分野
農業分野
物流分野
警備分野

その他

250
194

163
119
119

91
89

86
56

43
1

0 50 100 150 200 250

●来場メディア数 108（3日間合計） ●放映、掲載先 237件（テレビ局、新聞社、ネットニュースなど）

ドローンに特化した
『単独開催の
専門展示会』

国内外の
キーパーソンによる

『国際コンファレンス』

ドローンの開発や
活用に役立つ

『多彩な併催イベント』

多数の媒体・メディアを
活用した広報宣伝活動による
『来場プロモーション』

01 02 03 04

・ ブランドや取組内容の認知を高めることができたと思う。
・ 今後の展開が楽しみであるが状況はしっかりと冷静にみる必要がある。
・ テレビ、メディアへの露出が想像以上だった。
・ 様々な情報、業界の動きが知れた点が良かったと思う。
・ 自社コンテンツに対しての業界の評価や反応が知れて良かった。
・ 初めての単独出展に不安があったが出展して良かったと思う。
・ 具体的な商談に結びつく客先が多数来場した。

出展者の声
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非常に
良かった
非常に

良かった
15%15%

良かった良かった
60%60%

普通普通
22%22%

不満不満3%3%
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出展のご案内

【日本】 
●アクアコスモス株式会社
●アジア航測株式会社
●アマナドローンスクール
●株式会社アローセブン
●株式会社イージステクノロジーズ
●株式会社イームズラボ
●イームズロボティクス株式会社
●株式会社イメージワン
●公立学校法人岩手県立大学
●株式会社岩根研究所
●インダストリーネットワーク株式会社
●株式会社インプレス
●株式会社ウェザーニューズ
●株式会社Ace-1
●エアロジーラボ株式会社
●株式会社エアロネクスト
●ENERGEN JAPAN
●NTT空間情報株式会社
●エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
●株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
●株式会社NTTドコモ
●株式会社オーム社
●大分県ドローン協議会（大分県産業科学技術センター）
●学校法人大阪経済大学
●一般社団法人おもてなしICT協議会
●株式会社ORSO
●株式会社関西総合情報研究所
●学校法人関西大学
●高度空間計測技術開発コンソーシアム
●関西テレビ放送株式会社
●国立大学法人九州大学大学院
●クオリティソフト株式会社
●株式会社グローバルインフォーメション
●群馬インターネット株式会社
●株式会社警備保障新聞新社
●株式会社光響
●広友イノテックス株式会社
●晃洋設計測量株式会社
●国際航業株式会社
●五光物流株式会社
●株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
●サレジオ工業高等専門学校
●学校法人静岡理工科大学
●国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
●株式会社ジェピコ

●株式会社ジツタ
●学校法人湘南工科大学
●Swellpro Japan
●SkyLink Japan
●一般社団法人セキュアドローン協議会
●株式会社ゼンリン
●株式会社想画
●ソフトバンク株式会社
●株式会社ソリトンシステムズ
●大日本印刷株式会社
●田中電気株式会社
●Dアカデミーアライアンス
●Dアカデミー沖縄 那覇校（株式会社MIKATA）
●Dアカデミー関東 群馬校（一般社団法人利根沼田テクノアカデミー）
●Dアカデミー関東 埼玉校（株式会社ジュンテクノサービス）
●Dアカデミー関東 東京校（Dアカデミー株式会社）
●Dアカデミー関東 長野校（株式会社小宮山土木）
●Dアカデミー九州 福岡校（株式会社ホットプロシード）
●Dアカデミー近畿　和歌山校（株式会社未来図）
●Dアカデミー近畿　大阪校（株式会社未来図）
●Dアカデミー四国（株式会社矢野商店）
●Dアカデミー中国（白石建設有限会社）
●Dアカデミー中国　島根校（株式会社ナガタ）
●Dアカデミー中部　静岡校（合同会社ドローンテック静岡）
●Dアカデミー東北（株式会社スリーアイバード）
●Dアカデミー北陸　金沢校（有限会社エルダーシステムコンサルタンツ）
●Dアカデミー北海道　札幌校（株式会社北日本工事測量）
●DJI JAPAN株式会社
●テクノシステム株式会社
●テラドローン株式会社
●東京都市大学
●株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン
●有限会社トラスト
●株式会社DoriRobo
●株式会社Drone IP Lab
●ドローンインターナショナルアソシエーション（株式会社ビーガル）
●一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）
●一般社団法人ドローン女性雇用促進協会
●一般社団法人ドローン大学校
●DRONE BASE
●株式会社ドローンママ
●DRONE MEDIA
●株式会社内外出版社
●南天ドローンパーク
●株式会社日刊工業新聞社
●株式会社ニコン・トリンブル

●西日本電信電話株式会社
●学校法人日本医科大学千葉北総病院
●日本海洋株式会社
●一般財団法人日本気象協会
●一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）
●学校法人日本航空学園
●株式会社日本サーキット
●一般社団法人日本産業用無人航空工業会（JUAV）
●日本DMC株式会社
●日本ドローンアカデミー
●一般社団法人日本ドローンコンソーシアム
●日本電気株式会社
●日本マルチメディア・イクイップメント株式会社
●一般財団法人　総合研究奨励会
　日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）
●日本ラジコン模型工業会（JRM）
●日本ロボット株式会社
●一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
●株式会社パスコ
●浜松ホトニクス株式会社
●株式会社ハミングバード
●パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
●パレードグループ合同会社
●株式会社日立システムズ
●株式会社日立製作所
●株式会社日立ハイテクソリューションズ
●ヒトロボ株式会社
●フェリカポケットマーケティング株式会社
●株式会社フカデン
●福島県
●富士通株式会社
●特定非営利活動法人ふじのくにSKYイノベーション
●双葉電子工業株式会社
●株式会社FLIGHTS
●ブラザー工業株式会社
●ブラザー販売株式会社
●ブルーイノベーション株式会社
●株式会社プロニュース
●有限会社ボーダック
●株式会社ホーペック
●マクセル株式会社
●マゼランシステムズジャパン株式会社
●株式会社松屋アールアンドディ
●三菱電機エンジニアリング株式会社
●株式会社ミライト・テクノロジーズ
●株式会社みるくる

●株式会社モリサワ
●楽天ドローン
●楽天AirMap株式会社
●リーグルジャパン株式会社
●有限会社ユークラフト

【アメリカ】 
●General Atomics Global Corporation
●GreenValley International
●Trimble Inc. ‒Integrated Technologies
●VUFINE Inc.

【イスラエル】 
●イスラエル大使館
●Magna BSP
●Netline Communications Technologies（NCT） LTD.
●SkyHopper by Mobilicom

【オーストラリア】 
●World of Drone Congress

【台湾】 
●Metal Industries Research & Development
   Centre（MIRDC）
●TAIWAN UAS DEVELOPMENT ASSOCIATION

【中国】 
●Beijing TT Aviation Technology
●RICHENPOWER Ltd.
●Shenzhen UAV Industry Association
●xoar aerotech

【フランス】 
●Atechsys

【ベルギー】 
●Unifly  NV

Japan  D rone  2018（第3回）開催実績

国際展示会（160社・団体 / 180小間）

展示会出展要項

出展に関するスケジュール（予定）

国際コンファレンス（2日間で全23セッション）

多彩な併催イベント

Japan Drone 2018 出展者

●出展者ワークショップ
●出展者フライトショーケース
●Drone Movie Contest
●Best of Japan Drone アワード
●ドローンスクール / 体験会
●ドローンビジネスチャレンジ

主な出展規定
●出展ブースでのドローンフライトは、防護ネットやヘルメット

着用などの十分な安全策を施してから行ってください。
●会場スケジュール、高さ制限等のブース装飾規定、その他に

つきましては、出展者説明会（12月開催予定）にてご案内し
ます。

早期出展申込のおすすめ
2018年9月30日までに正式に出展申込書を提出していただ
いた出展者様には以下の特典をご用意いたしました。ぜひ
早めのお申込みをご検討ください。

●ネットワーキングレセプションへ2名様ご招待
●ドローン・イノベーションセミナー（有料）
　コンファレンスチケット2名様分提供

主催： 共催：

出展料金（消費税別）

※その他、特別企画ブースをご用意致します。
　（詳しくは運営事務局までお問い合わせください）

Copyright 2017&2018 by Congress Corporation and Space Media Japan Co.,Ltd

1小間あたり

2019年3月13日水～15日金
幕張メッセ会場 （10：00～17：00）

●開催概要
　発表

●出展者説明会 ●各種提出書類
　〆切

●11日（月）
　～12日（火）
　出展者搬入日
●13日（水）
　～15日（金）
　会期

●30日（日）
　早期申込
　特典終了

●14日（金）
　出展申込締切

2018/7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018/1月 2月 3月

（３ｍｘ３ｍスペースのみ）基本小間
420,000円ｘ小間数一　般

378,000円ｘ小間数JUIDA 会員

（オプション、2小間以上）角小間希望
30,000円ｘ1面あたり一　般 JUIDA 会員

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

出展に関する
お問い合わせ

（３ｍｘ３ｍ）基礎小間＋パッケージブース
540,000円ｘ小間数一　般

498,000円ｘ小間数JUIDA 会員
＜仕様＞
・サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・カーペット（選択色よりセレクト）
・社名サイン／パラペット
・レセプションカウンター（1台）
・カウンターチェア（1脚）
・スポットライト（3灯）
・2口コンセント
 （100V500W　電気幹線工事費及び電気使用料込）

〈ベンチャー企業・学校法人専用〉Start upブース
260,000円ｘ小間数一　般

＜仕様＞
・サイズ：間口2m×奥行2m×高さ2.7m
・システム壁面（高さ2.7m）
・システム展示台
・社名サイン／パラペット
・スポットライト（2灯）
・2口コンセント
 （100V500W、1ケ　電気幹線工事費及び電気使用料込）

<ドローン専門展 B to B 商談会>

210210207
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出展のご案内

【日本】 
●アクアコスモス株式会社
●アジア航測株式会社
●アマナドローンスクール
●株式会社アローセブン
●株式会社イージステクノロジーズ
●株式会社イームズラボ
●イームズロボティクス株式会社
●株式会社イメージワン
●公立学校法人岩手県立大学
●株式会社岩根研究所
●インダストリーネットワーク株式会社
●株式会社インプレス
●株式会社ウェザーニューズ
●株式会社Ace-1
●エアロジーラボ株式会社
●株式会社エアロネクスト
●ENERGEN JAPAN
●NTT空間情報株式会社
●エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
●株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
●株式会社NTTドコモ
●株式会社オーム社
●大分県ドローン協議会（大分県産業科学技術センター）
●学校法人大阪経済大学
●一般社団法人おもてなしICT協議会
●株式会社ORSO
●株式会社関西総合情報研究所
●学校法人関西大学
●高度空間計測技術開発コンソーシアム
●関西テレビ放送株式会社
●国立大学法人九州大学大学院
●クオリティソフト株式会社
●株式会社グローバルインフォーメション
●群馬インターネット株式会社
●株式会社警備保障新聞新社
●株式会社光響
●広友イノテックス株式会社
●晃洋設計測量株式会社
●国際航業株式会社
●五光物流株式会社
●株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
●サレジオ工業高等専門学校
●学校法人静岡理工科大学
●国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）
●株式会社ジェピコ

●株式会社ジツタ
●学校法人湘南工科大学
●Swellpro Japan
●SkyLink Japan
●一般社団法人セキュアドローン協議会
●株式会社ゼンリン
●株式会社想画
●ソフトバンク株式会社
●株式会社ソリトンシステムズ
●大日本印刷株式会社
●田中電気株式会社
●Dアカデミーアライアンス
●Dアカデミー沖縄 那覇校（株式会社MIKATA）
●Dアカデミー関東 群馬校（一般社団法人利根沼田テクノアカデミー）
●Dアカデミー関東 埼玉校（株式会社ジュンテクノサービス）
●Dアカデミー関東 東京校（Dアカデミー株式会社）
●Dアカデミー関東 長野校（株式会社小宮山土木）
●Dアカデミー九州 福岡校（株式会社ホットプロシード）
●Dアカデミー近畿　和歌山校（株式会社未来図）
●Dアカデミー近畿　大阪校（株式会社未来図）
●Dアカデミー四国（株式会社矢野商店）
●Dアカデミー中国（白石建設有限会社）
●Dアカデミー中国　島根校（株式会社ナガタ）
●Dアカデミー中部　静岡校（合同会社ドローンテック静岡）
●Dアカデミー東北（株式会社スリーアイバード）
●Dアカデミー北陸　金沢校（有限会社エルダーシステムコンサルタンツ）
●Dアカデミー北海道　札幌校（株式会社北日本工事測量）
●DJI JAPAN株式会社
●テクノシステム株式会社
●テラドローン株式会社
●東京都市大学
●株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン
●有限会社トラスト
●株式会社DoriRobo
●株式会社Drone IP Lab
●ドローンインターナショナルアソシエーション（株式会社ビーガル）
●一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）
●一般社団法人ドローン女性雇用促進協会
●一般社団法人ドローン大学校
●DRONE BASE
●株式会社ドローンママ
●DRONE MEDIA
●株式会社内外出版社
●南天ドローンパーク
●株式会社日刊工業新聞社
●株式会社ニコン・トリンブル

●西日本電信電話株式会社
●学校法人日本医科大学千葉北総病院
●日本海洋株式会社
●一般財団法人日本気象協会
●一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）
●学校法人日本航空学園
●株式会社日本サーキット
●一般社団法人日本産業用無人航空工業会（JUAV）
●日本DMC株式会社
●日本ドローンアカデミー
●一般社団法人日本ドローンコンソーシアム
●日本電気株式会社
●日本マルチメディア・イクイップメント株式会社
●一般財団法人　総合研究奨励会
　日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）
●日本ラジコン模型工業会（JRM）
●日本ロボット株式会社
●一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）
●株式会社パスコ
●浜松ホトニクス株式会社
●株式会社ハミングバード
●パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
●パレードグループ合同会社
●株式会社日立システムズ
●株式会社日立製作所
●株式会社日立ハイテクソリューションズ
●ヒトロボ株式会社
●フェリカポケットマーケティング株式会社
●株式会社フカデン
●福島県
●富士通株式会社
●特定非営利活動法人ふじのくにSKYイノベーション
●双葉電子工業株式会社
●株式会社FLIGHTS
●ブラザー工業株式会社
●ブラザー販売株式会社
●ブルーイノベーション株式会社
●株式会社プロニュース
●有限会社ボーダック
●株式会社ホーペック
●マクセル株式会社
●マゼランシステムズジャパン株式会社
●株式会社松屋アールアンドディ
●三菱電機エンジニアリング株式会社
●株式会社ミライト・テクノロジーズ
●株式会社みるくる

●株式会社モリサワ
●楽天ドローン
●楽天AirMap株式会社
●リーグルジャパン株式会社
●有限会社ユークラフト

【アメリカ】 
●General Atomics Global Corporation
●GreenValley International
●Trimble Inc. ‒Integrated Technologies
●VUFINE Inc.

【イスラエル】 
●イスラエル大使館
●Magna BSP
●Netline Communications Technologies（NCT） LTD.
●SkyHopper by Mobilicom

【オーストラリア】 
●World of Drone Congress

【台湾】 
●Metal Industries Research & Development
   Centre（MIRDC）
●TAIWAN UAS DEVELOPMENT ASSOCIATION

【中国】 
●Beijing TT Aviation Technology
●RICHENPOWER Ltd.
●Shenzhen UAV Industry Association
●xoar aerotech
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Japan  D rone  2018（第3回）開催実績

国際展示会（160社・団体 / 180小間）

展示会出展要項

出展に関するスケジュール（予定）

国際コンファレンス（2日間で全23セッション）

多彩な併催イベント

Japan Drone 2018 出展者

●出展者ワークショップ
●出展者フライトショーケース
●Drone Movie Contest
●Best of Japan Drone アワード
●ドローンスクール / 体験会
●ドローンビジネスチャレンジ

主な出展規定
●出展ブースでのドローンフライトは、防護ネットやヘルメット

着用などの十分な安全策を施してから行ってください。
●会場スケジュール、高さ制限等のブース装飾規定、その他に

つきましては、出展者説明会（12月開催予定）にてご案内し
ます。

早期出展申込のおすすめ
2018年9月30日までに正式に出展申込書を提出していただ
いた出展者様には以下の特典をご用意いたしました。ぜひ
早めのお申込みをご検討ください。

●ネットワーキングレセプションへ2名様ご招待
●ドローン・イノベーションセミナー（有料）
　コンファレンスチケット2名様分提供

主催： 共催：

出展料金（消費税別）

※その他、特別企画ブースをご用意致します。
　（詳しくは運営事務局までお問い合わせください）
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1小間あたり

2019年3月13日水～15日金
幕張メッセ会場 （10：00～17：00）

●開催概要
　発表

●出展者説明会 ●各種提出書類
　〆切

●11日（月）
　～12日（火）
　出展者搬入日
●13日（水）
　～15日（金）
　会期

●30日（日）
　早期申込
　特典終了

●14日（金）
　出展申込締切

2018/7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018/1月 2月 3月

（３ｍｘ３ｍスペースのみ）基本小間
420,000円ｘ小間数一　般

378,000円ｘ小間数JUIDA 会員

（オプション、2小間以上）角小間希望
30,000円ｘ1面あたり一　般 JUIDA 会員

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

出展に関する
お問い合わせ

（３ｍｘ３ｍ）基礎小間＋パッケージブース
540,000円ｘ小間数一　般

498,000円ｘ小間数JUIDA 会員
＜仕様＞
・サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・カーペット（選択色よりセレクト）
・社名サイン／パラペット
・レセプションカウンター（1台）
・カウンターチェア（1脚）
・スポットライト（3灯）
・2口コンセント
 （100V500W　電気幹線工事費及び電気使用料込）

〈ベンチャー企業・学校法人専用〉Start upブース
260,000円ｘ小間数一　般

＜仕様＞
・サイズ：間口2m×奥行2m×高さ2.7m
・システム壁面（高さ2.7m）
・システム展示台
・社名サイン／パラペット
・スポットライト（2灯）
・2口コンセント
 （100V500W、1ケ　電気幹線工事費及び電気使用料込）

<ドローン専門展 B to B 商談会>
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