ベンダーフォーラム２００８ プログラム
日時：平成２０年６月１８日（水）１９日（木）２０日（金）１１：００～１５：５０
会場：パシフィコ横浜 展示ホールＤ会場 地理空間情報システム展会場内（Ａ(オープン)・Ｂ・Ｃ・Ｄ会場）
日時

Ａ会場(オープン)

６月 18 日（水）

Ｂ会場

Ｃ会場

Ｄ会場

学生フォーラム

学生フォーラム

NetSurv G6！

１１：００～

6 つの特長と活用事例

１１：５０

日本 GPS ソリューションズ(株)
学生フォーラム

UltraCamX-LargeFormat

１３：００～

人､車、ヘリなど、移動しながらの

学生フォーラム

１３：５０

三次元計測事例

Digital Aerial Camera

デベロソリューションズ(株)

マイクロソフト(株)

１４：００～

CAD データを電子納品データへ簡

１４：５０

単修正

新レーザースキャナ LMS-Z620

AutoCAD Civil 3D か ら Bigvan

・レーザースキャナ用設備・配管

al-Nil へ一連の流れで完成平面図デ

データ処理ソフト REVGEO

ータの作成!!

リーグルジャパン(株)

学生フォーラム

学生フォーラム

・長・短距離でオールマイティー

(株)ビッグバン
１５：００～

Trinble 空間情報ソリューションと

１５：５０

活用事例

ついて

(株)ニコン・トリンブル

(株)マプコン

学生フォーラム

学生フォーラム

基盤地図情報の利活用と応用に

６月 19 日（木）

地理空間情報活用推進基本法下に

Optech ALTM Airborne Mapping

誰でも・・レーザースキャンから

単点観測法を用いた地積測量図

１１：００～

おける地上型 LS の役割と課題

伊藤忠アビエーション(株)

簡単に地形図へ!

作成のご提案

１１：５０

東名開発(株)

Cyclone Ⅱ

～ Leica

TOPO～

(株)ジェノバ

ライカジオシステムズ(株)
１３：００～

多眼ステレオ 3D 計測システム

基盤地図情報を用いた Web ソリュ

CAD でできる業務改革のススメ

新地方公会計制度、総務省式改訂

１３：５０

コマツエンジニアリング(株)

ーション

～ 省 力 化 を 実 現 し た

モデル対応【公共資産・公有財産

(株)マプコン

「BLUETREND Ⅴ」を徹底解剖

台帳管理システム】とは？

～

(株)B・H・C

福井コンピュータ(株)
１４：００～

「 走 れ !SuperMap 」 GIS 製 品 群

空間情報 DB「GISMAP シリーズ」 新規打ち上げ予定の地球観測衛星

１４：５０

SuperMap2008 ファミリーのご紹

のご紹介

ASTROTERRA と PLEIADES の

ダー、航空写真カメラのご紹介。

介

北海道地図(株)

ご紹介

～オプテック社の戦略～

東京スポットイマージュ(株)

(株)オーピーティー

日本スーパーマップ(株)

レーザースキャナー、移動体レー

１５：００～

モービルマッピングシステム(3 次

Optech Lynx Mobile Mapping

ArcGIS Server による高度な GIS

UltraCamX-LargeFormat

１５：５０

元計測システム)のご紹介

伊藤忠アビエーション(株)

タスクの実装

Digital Aerial Camera

ESRI ジャパン(株)

マイクロソフト(株)

～測量計測業務への適用例～
三菱電機(株)
１６：００～

デジタル図化が進化する

設計・施工・保守における 3D ビ

「キャドセンターの 3D 地図ソリ

１６：５０

～従来図化から単画像図化まで～

ューアの活用

ューション」～MAPCUBE の生

NEC システムテクノロジー(株)

(株)インフォマティクス

成アルゴリズムから、PC、携帯
配信など、3D 地図コンテンツの
適応事例まで～
(株)キャドセンター

６月 20 日（金）

人､車、ヘリなど、移動しながらの

レーザースキャナー、移動体レー

CAD データを電子納品データへ

地理空間情報活用推進基本法下

１１：００～

三次元計測事例

ダー、航空写真カメラのご紹介。

簡単修正

における地上型 LS の役割と課題

１１：５０

デベロソリューションズ(株)

～オプテック社の戦略～

AutoCAD Civil 3D から Bigvan

東名開発(株)

(株)オーピーティー

al-Nil へ一連の流れで完成平面図
データの作成!!
(株)ビッグバン

１３：００～

空間情報 DB「GISMAP シリーズ」 次世代デジタル道路地図

１３：５０

のご紹介

(財)日本デジタル道路地図協会

北海道地図(株)

新しい地理空間情報ビジネスシス
～ERDAS Image Manager

テム

作業規程改訂におけるネットワ
ーク型 RTK の有効活用

ライカジオシステムズ(株)

(株)ジェノバ

１４：００～

多眼ステレオ 3D 計測システム

デジタル図化が進化する

デジタル写真測量による GIS デー

・長・短距離でオールマイティー

１４：５０

コマツエンジニアリング(株)

～従来図化から単画像図化まで～

タ作成ワークフローの変革

新レーザースキャナ LMS-Z620

NEC システムテクノロジー(株)

ESRI ジャパン(株)

・レーザースキャナ用設備・配管
データ処理ソフト REVGEO
リーグルジャパン(株)

１５：００～

GIS フ リ ー ソ フ ト 「 SuperMap

モービルマッピングシステム(3 次

新規打ち上げ予定の地球観測衛星

新地方公会計制度、総務省式改訂

１５：５０

Viewer」を使ってみよう!

元計測システム)のご紹介

ASTROTERRA と PLEIADES の

モデル対応【公共資産・公有財産

日本スーパーマップ(株)

～測量計測業務への適用例～

ご紹介

台帳管理システム】とは？

三菱電機(株)

東京スポットイマージュ(株)

(株)B・H・C

１６：００～

登記申請は XML の時代へ

NetSurv G6！

「キャドセンターの 3D 地図ソリ

１６：５０

～登記測量から電子申請までトー

6 つの特長と活用事例

ューション」～MAPCUBE の生

タルでの効率化～

日本 GPS ソリューションズ(株)

成アルゴリズムから、PC、携帯

(株)ニコン・トリンブル

配信など、3D 地図コンテンツの
適応事例まで～

(株)キャドセンター

