
 

 

NEWS RELEASE 

2018 年 2 月 1 日 

報道関係各位 

ジャパン・ドローン 2018 運営事務局 
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日本発。世界発。「空における新たな産業革命」 

第 3回目を迎え、進化を続ける民間ドローン産業の国際展示会＆国際コンファレンス 

「ジャパン・ドローン 2018」 

イベント内容、出展企業、講演スピーカー決定 
楽天・docomo・福島県、そして世界トップシェアを誇るドローンメーカーDJIも出展 

米国エアバス関連会社やインテル社からスピーカーの来日も決定 

一般公開日 3月 24 日（土）のチケットは各プレイガイドにて 2月上旬より発売 

メディアの方を対象に入場チケット提供（読者プレゼント用）も可能 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ジャパン・ドローン 2018 の主催者、（一社）日本 UAS 産業振興協議会、（株）コングレ及び（株）スペ

ースメディアジャパンは、このたび、民生用・商業用ドローン（無人航空機システム）産業の国際展示会「ジ

ャパン・ドローン 2018– Expo for Commercial UAS market –」で開催される国際展示会への出展企業、

国際コンファレンスの各講演内容と講演者および 2018 年 3 月 24 日（土）に開催されるイベントの内容が

決定いたしましたので、お知らせします。 

また、パブリック Day（一般公開日）となります 3 月 24 日（土）のチケットは、各プレイガイドにて 2

月上旬から発売予定です。 

 

国際コンファレンスの主な内容として、基調講演では、ドローンに関わる世界のリーダー、ビジョナリス

トをお迎えします。国内からは鈴木真二氏（東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授、一般社団

法人日本 UAS 産業振興協議会（JUIDA）理事長）や中村裕子氏（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）事務局次長）が登壇。 

中村氏は「人とドローンの共生にむけて～UTM と 2017 年度福島社会実証」をテーマに、JUTM が昨秋に

福島県のロボットテストフィールド予定地で実施した大規模社会実証の報告を中心に、空域・電波管理を行

ってのドローンの運航管理（UTM）について紹介します。 

 

米国からは欧州のエアバス社の関連会社 Altiscope 社の代表でもあるカルシク・バラクリシュナン博士が

来日し、米国における UTM シミュレーションの実情を紹介します。また昨年の第二回に引き続き、ドロー

ンビジネスを積極的に拡大しているインテル社からアニール・ナンデュリ副社長が来日。インテル社が考え

る「グローバルなドローンビジネスの未来」について語ります。 

 

特別講演ではドローンをめぐる様々な課題を議論するパネルセッション、トークセッションを開催します。

今年の「ジャパン・ドローン 2018」の大きなテーマである「物流」、「航空管制」、「地方活性化」など豊富

な内容を取り上げます。また、有料のドローン・イノベーションセミナーには昨年同様、ドローンビジネス

のトレンド、未来を予見する詳細なプログラムや、農業、災害などのテーマ別セミナーをご用意しています。 

 

過去二回では実現しなかったドローン関連産業界とのコラボレーションも「ジャパン・ドローン 2018」

の特長です。「第 3 回 UAV 3D 計測・活用フォーラム（3 月 23 日）」、「Global UTM Association Asia Pacific 

Conference（3 月 22 日・23 日）」、「DRESS プロジェクトフォーラム＜ドローンによる省エネ社会実現プ

ロジェクト＞（3 月 22 日）」という 3 つのフォーラムを同時開催いたします。 

 

 コンファレンスやフォーラム以外にも「Best of Japan Drone 2018 Award」、「Drone Movie Contest 

2018」、社会人を対象にした「ドローンスクール」、「ドローンビジネスチャレンジ」、小学生を対象にした

「ドローン体験会」などを開催します。 



 

 

 

チケットの提供について 

「ジャパン・ドローン 2018」のパブリック Day（一般公開日）3 月 24 日（土）のチケットにつきまし

ては、読者プレゼント用の提供も承っております。ご希望の方は、下記 Japan Drone 広報事務局までお問

い合わせください。 

 

ジャパン・ドローン 2018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 Industrial Development Association）

と株式会社コングレおよび株式会社スペースメディアジャパンが、2018 年 3 月 22 日（木）から3 月 24 

日（土）までの 3 日間、幕張メッセにて開催する国際展示会＆国際コンファレンス「ジャパン・ドローン 

2018（ 英文名︓Japan Drone 2018-Expo for Commercial UAS market）」。 

 

一昨年3月に初開催され今回で第三回目を迎える本イベントは、日本で初めての本格的な民生用・商業用

のドローン市場に向けたイベントであり、日本のドローン技術を広く世界に発信すると同時に、ベンチャー

企業の多いドローン産業にとっての実践的な商談の場を提供します。また、各イベントや講演などを通じ、

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します。その他、実際のデモフライト（フ

ライトショーケース）など一般の方にドローンをより身近に感じていただけるイベントも開催します。 

 

■開催概要 

名称︓Japan Drone 2018| 3rd （ジャパンドローン 2018｜第３回） 

http://japan-drone.com/ 

会期︓2018 年 3 月 22 日（木）・23 日（金）・24 日（土） 

【国際展示会】 3 月 22 日（木）～24 日（土） 

【国際コンファレンス】 3 月 22 日（木）～23 日（金） 

【フライトショーケース】 3 月 22 日（木）～24 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 

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︓150 社・団体（予定） 

来場者数︓10,000 名（予定） 

同時開催︓ 

グローバル UTM 協会主催「Global UTM Association Asia Pacific Conference」 

SPAR Japan 主催「第 3 回 UAV ３D 計測・活用フォーラム」 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）主催「DRESS プロジェクトフォーラム」 

 

■国際展示会出展企業・団体 

〈2018 年 1 月 20 日時点 136 社・団体〉 

【国内】（五十音順） 

http://japan-drone.com/


 

 

●アクアコスモス ●アジア航測 ●アマナドローンスクール ●アローセブン ●イージステクノロジーズ  

●イメージワン ●岩手県立大学 ●岩根研究所 ●インダストリーネットワーク ●インプレス ●エアロジーラボ  

●NTT 空間情報 ●NTT グループ ●NTT コムウェア ●NTT データ ●NTT ドコモ ●エプソン販売 ●エンルート M’s 

●エンルートラボ ●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) ●大阪経済大学  

●おもてなし ICT 協議会 ●関西総合情報研究所 ●関西大学 ●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 ●九州大学大学院 ●グローバルインフォメーション●群馬インターネット ●ゲートサイドマリン  

●警備保障新聞新社 ●光響 ●広友イノテックス ●晃洋設計測量 ●国際航業 ●五光物流 ●サレジオ工業高等専門学校 

●静岡理工科大学 ●情報通信研究機構(NICT) ●ジェピコ ●ジツタ ●湘南工科大学 ●SkyLink Japan  

●セキュアドローン協議会 ●ゼンリン ●想画 ●ソフトバンク ●大日本印刷 ●田中電気  

●D アカデミーアライアンス ●D アカデミー沖縄 那覇校 (MIKATA)  

●D アカデミー関東 群馬校（利根沼田テクノアカデミー） ●D アカデミー関東 埼玉校(ジュンテクノサービス)  

●D アカデミー関東 東京校（スリーアイバード） ●D アカデミー関東 長野校（ 小宮山土木）  

●D アカデミー九州 福岡校（ホットプロシード）●D アカデミー近畿 和歌山校（未来図）  

●D アカデミー近畿 大阪校（未来図） ●D アカデミー四国（社矢野商店） ●D アカデミー中国 (白石建設)  

●D アカデミー中国 島根校（ナガタ） ●D アカデミー中部 静岡校（ドローンテック静岡）  

●D アカデミー東北（スリーアイバード） ●D アカデミー北陸 金沢校（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（北日本工事測量） ●DJI JAPAN ●テクノシステム ●テラドローン ●東京都市大学  

●トプコンソキアポジショニングジャパン ●DoriRobo ●ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)  

●ドローン女性雇用促進協会 ●ドローン大学校 ●DRONE BASE ●ドローンママ ●DRONE MEDIA ●内外出版社  

●南天ドローンパーク ●日刊工業新聞社 ●ニコン・トリンブル ●西日本電信電話 ●日本海洋  

●日本建築ドローン協会(JADA) ●日本航空学園 ●日本産業用無人航空工業会(JUAV)●日本 DMC  

●日本ドローンアカデミー ●日本ドローンコンソーシアム ●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 ●日本 UAS 産業振興協議会(JUIDA) ●パスコ ●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 ●パレードグループ ●ビーガル ●日立システムズ ●日立製作所 

●Hito-Robo ●フェリカポケットマーケティング ●フォーラムエイト ●フカデン ●福島県 ●富士通  

●ふじのくにSKYイノベーション ●双葉電子工業 ●FLIGHTS ●ブルーイノベーション ●プロニュース ●ボーダック 

●ホーペック ●マクセル ●マゼランシステムズジャパン ●松屋アールアンドディ●三菱電機エンジニアリング  

●ミライト・テクノロジーズ ●みるくる ●モリサワ ●楽天 ●楽天 AirMap ●リーグルジャパン ●ユークラフト 

【アメリカ】 ●General Atomics Global ●Green Valley International ●Trimble ‒Integrated Technologies  

●VUFINE  

【イスラエル】 ●イスラエル大使館  

【オーストラリア】 ●World of Drone Congress  

【中国】 ●Beijing TT Aviation Technology ●xoar aerotech  

【ベルギー】 ●Unifly 

※掲載されている内容は変更となる場合がございます。 

 

■国際コンファレンス（基調講演/特別講演/ドローン・イノベーションセミナー） 

●基調講演（無料）  

ドローンに関わる世界のリーダー、ビジョナリストをお迎えする基調講演。今年も海外から多くのスピーカ

ーが集結します。 

 

●特別講演（無料）  

ドローンをめぐる様々な課題を議論するパネルセッションとトークセッション。今年の大きなテーマ、物流、

航空管制、地方活性化など豊富な内容を取り上げます。 

 

●ドローン・イノベーションセミナー（有料） 

会場︓国際会議場 2F 201 号室 

ドローンに携わる第一人者をお迎えして専門性の高い内容をお話いただくドローン・イノベーションセミナ

ー。ドローンの今と近未来に対するヒントも満載。セッションごとのお申込みも可能です。 

※お申込みは Web からどうぞ（ http://japan-drone.com/ ） 

※一部のみの掲載となります。また、掲載されている内容は変更となる場合がございます。 

 

http://japan-drone.com/


 

 

※その他セッション内容や開催日時につきましては、決まり次第ホームぺージに掲示させていただきます。

（ http://japan-drone.com/ ） 

 

■関連産業界とのコラボレーション・フォーラム 

●SPAR Japan 主催 http://www.sparj.com （有料） 

・「第 3 回 UAV 3D 計測・活用フォーラム」（3 月 23 日） 

・メンバー社による展示ゾーン  

 

●グローバル UTM 協会主催 Global UTM Association https://gutma.org/ （招待者のみ） 

・「Global UTM Association Asia Pacific Conference」（3 月 22・23 日） 

・メンバー社による展示ゾーン 

・基調講演（3 月 22 日） 

 

●新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）主催 http://www.nedo.go.jp/ （無料） 

・「DRESS プロジェクトフォーラム（ドローンによる省エネ社会実現プロジェクト）」（3 月 22 日） 

 

■併催イベントプログラム 

●Best of Japan Drone Award 第３回 

ドローン産業界唯一の表彰制度。Japan Drone 2018 出展者のドローン製品、サービスを下記の 5 部門に分

けて、今年の Best of Drone を決定します。 

① 「ドローン本機部門」 

② 「ドローン関連テクノロジー部門」 

③ 「応用サービス部門」 

④ 「ドローン産業支援部門」 

⑤ 「ベンチャー部門」 

 

●Drone Movie Contest 2018 http://www.dhw.co.jp/robotics/contest/ 

日本 UAS 産業振興協議会＆デジタルハリウッド大学が主催するドローンで撮影された映像作品コンテスト。 

 

●ドローンビジネスチャレンジ 第２回 

日本版 TED を目指すドローンを使ったビジネスアイディアのピッチコンテスト。採用されたアイディア、

事業についてはコンサルティングをはじめ、支援プログラムを用意。昨年の第一回には海外を含む 35 エン

トリー。 

 

●ドローンスクール 

小学生対象（3 月 24 日）︓昨年もご好評いただきました小学生向けのドローン体験イベント 

社会人対象（3 月 22 日～24 日）︓業務での使用や撮影などプライベートでのドローン使用をご検討されて

いる方を対象にした初級講座です。 

 

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。理事長には

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7月。現在、正会員・賛助会員等の会員数

は約4,000を数えている。 

 

連絡先︓ 

http://japan-drone.com/
http://www.sparj.com/
https://gutma.org/
http://www.nedo.go.jp/
http://www.dhw.co.jp/robotics/contest/


 

 

一般社団法人日本UAS産業振興協議会 

東京都文京区本郷5-33-10 いちご本郷ビル4F 

TEL︓03-5244-5285（受付／土日祝日除く10:00～12:00/13:00～18︓00）  

FAX︓03-5844-6755 

 

●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。2016年伊勢志摩サミット、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「国際オーガニックEXPO」をパ

シフィコ横浜で開催している。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 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースに記載しております出展企業、講演スピーカー、イベント内容等は当日変更となる可能性がご

ざいます。予めご了承ください。 

 

＜ジャパン・ドローン 2018 に関するお問い合わせ先＞ 

Japan Drone 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 (株) 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 

 

＜本リリース・ご取材に関するお問い合わせ先＞ 

Japan Drone 広報事務局 

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 3-13-7 原宿 OM ビル （株）アクティオ内  

TEL: 03-5771-6426 FAX:03-5771-6427 E-mail︓ jdrone2017@actioinc.jp 

mailto:japan-drone@smj.co.jp
mailto:jdrone2017@actioinc.jp

