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ベンダーフォーラム

女性の技術力向上
委員会シンポジウム
（公社）日本測量協会

学生フォーラム主催者企画 講演・パネル展示他（予定）

地理空間情報フォーラム2015
地理空間情報科学で未来をつくる

展示会

G空間社会に関わる基盤技術，応用技術，機器・システム，ソフトウェア，データ，器具，材料，サービス等が一堂に展示されます。

地理空間情報フォーラム2015では，企業・団体・機関等の展示・体験イベント等により，日本のG空間社会（地理空間情高度活用
社会）を支える最先端の技術やサービス等を紹介します。今回は，ステージイベント会場を企画展示B会場に移動し地理空間情
報フォーラムと一体となった演出を心がけ，より最先端の技術やサービスをわかりやすく展示いたします。

地理空間情報フォーラム2014

日本科学未来館1F

㉖

知っ得！
測量時事情報セミナー
（一社）全国測量設計業協会連合会
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【多目的ルーム】
主催者企画

講演・パネル展示他会場
ベンダーフォーラム会場
学生フォーラム会場

【多目的ルーム】
主催者企画

講演・パネル展示他会場

学生フォーラム会場

地理空間情報フォーラム2015
出展者一覧
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（株）GISupply
（株）インフォマティクス
三菱電機（株）/アイサンテクノロジー（株）
総務省統計局/独立行政法人統計センター

（株）岩根研究所
（一財）日本建設情報総合センター

サイトセンシング（株）
（株）パスコ
（株）イメージワン
パックスインターナショナル
リーグルジャパン（株）
アジア航測（株）
（株）アスコ
（一社）日本測量機器工業会
朝日航洋（株）
三菱電機（株）
（株）ゼンリン

ESRIジャパン（株）
国土交通省国土政策局
国立研究開発法人　産業技術総合研究所
（株）快適空間FC
（株）コア
国土交通省/高精度測位社会プロジェクト
国立研究開発法人　防災科学技術研究所
経済産業省/（一財）日本情報経済社会推進協会
国土地理院
国立研究開発法人　国立環境研究所
（公社）日本測量協会
国際航業（株）
日本スペースイメージング（株）
（公財）日本測量調査技術協会

（株）日立製作所/（株）日立ソリューションズ/
（株）日立産機システム

総務省/国立研究開発法人情報通信研究機構/
東京大学/（株）日立製作所

内閣府宇宙戦略室/準天頂衛星システムサービス（株）
経済産業省/
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構/
（一財）衛星測位利用推進センター

展示会場　（企画展示会場）

体験イベント　（屋内／屋外）

G空間EXPO
メインステージ
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講演・シンポジウム・セミナー G空間EXPO 学生フォーラム2015

■ 女性の技術力向上委員会シンポジウム　
【日時】 2015年11月27日（金）　午前
【場所】 日本科学未来館7F 会議室1
【主催】 （公社）日本測量協会

■ 知っ得！  測量時事情報セミナー
【日時】 2015年11月26日（木）　午前
【場所】 日本科学未来館7F 会議室1
【主催】 （一社）全国測量設計業協会連合会

【日時】 2015年11月28日（土）　10:00～17:00
【場所】 日本科学未来館1F 多目的ルームa・b
【主催】 G空間EXPO 学生フォーラム2015運営委員会

公益社団法人 日本測量協会
一般社団法人 全国測量設計業協会連合会
一般社団法人 日本測量機器工業会
公益財団法人 日本測量調査技術協会

《事務局：（公社）日本測量協会》

地理空間情報フォーラム2015主催者

※写真は、G空間EXPO2014のものです、予告なく内容が変更する場合があります。

ベンダーフォーラム

体験イベント

 ◆測量コンテスト
【日時】 2015年11月26日（木）～28日（土）
【会場】 日本科学未来館1F シンボルゾーン内
【主催】 （公社）日本測量協会

 ◆距離を測る体験「歩測大会」
【日時】 2015年11月26日（木）～28日（土）　　　　　　
【会場】 日本科学未来館1F屋外（予定）
【主催】 （公社）日本測量協会
【対象】 どなたでも参加いただけます。
　　　 （当日参加受付）

 ◆「測量船」一般公開
【日時】 2015年11月28日（土）
【会場】 東京お台場
 日本科学未来館よりマイクロバスにて、
 現地まで送迎いたします。

【協力】 海上保安庁
【対象】 どなたでも参加いただけます。（当日参加受付）
 ※天候により中止になる場合があります。

 ◆ロボットカーコンテスト
【日時】 2015年11月未定（26日～28日いずれか）
【会場】 日本科学未来館1F屋外（予定）
【主催】 （一財）衛星測位利用推進センター（予定）

距離を測る体験

測量船

ベンダーフォーラム

ロボットカーコンテスト

測量コンテスト

知っ得！  測量時事情報セミナー

10:45～11:15

11:30～12:00

13:00～13:30

13:45～14:15

14:30～15:00

15:15～15:45

16:00～16:30

　

　

サイトセンシング（株）

アジア航測（株）

　

国際航業（株）（仮）

（2015年9月10日現在）

【ベンダーフォーラム会場時間割（多目的ルーム1F）】

7Fフロアマップ

女性の技術向上委員会シンポジウム
（11月27日（金）午前 会議室1）

知っ得！  測量時事情報セミナー
（11月26日（木）午前 会議室1）

【日時】 2015年11月27日（金）　10:45～16:30
【場所】 日本科学未来館1F 多目的ルームa・b

11月27日（金）

地理空間情報科学で未来をつくる

測量系CPDポイント
の対象

測量系CPDポイント
の対象

日本科学未来館アクセスマップ
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