
東京エアロスペースシンポジウム2015  特別企画

　無人航空機は、災害現場の調査、農薬散布、測量・計測等に利用されており、今後、民生分野において更なる利
活用が見込まれ、各方面から注目を集めています。無人航空機に関する製品・サービスならびに技術研究開発等の
情報発信の場として、ぜひ、「無人航空機ゾーン」をご活用ください。

無人航空機を利活用する関係者や今後の利活用を望む来場者が多数来場します。また、危機管理、テロ対策の専門展示会である
「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2015」、「テロ対策特殊装備展（SEECAT）’15」との同時開催により、積極的に無人航空
機を利活用する関係者の来場を促進します。

2015年10月14日（水）～16日（金）
東京ビッグサイト  西展示ホール
（東京エアロスペースシンポジウム2015内）

会　場

内　容 （１）無人航空機、関連サービス、関連部品、周辺機材、研究開発等の展示
（２）無人航空機の実演（出展者共用の実演エリアを設置）
　　※実演の可否やスケジュール等は主催者が調整いたします。
　　※本エリア出展者のみ実演可能です。

特別協力 一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）／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／株式会社自律制御システム研究所

会　期

開催概要開催概要

無人航空機の利活用を望む来場者が多数来場！

●来場者業種
製造業、卸・小売業、国・自治体、情
報通信業、建設業、警備業、運輸
業、不動産・ディベロッパー、交通・ラ
イフライン　等

●来場者業種
治安関係（警察、自衛隊、消防、海
上保安庁など）、国・自治体、航空・
鉄道、公共施設・商業施設・ア
ミューズメント、自動車・道路、海上・
河川　等

〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1

お問合せ

株式会社東京ビッグサイト

2015年2月 出展募集開始

2015年5月29日 出展申込締切り

2015年6月30日 出展小間料金支払期限

東京エアロスペース
シンポジウム2015

2015年
10月14日～16日

スケジュール

会場アクセス

出展マニュアル配布
ブースレイアウト発表

出展者説明会
2015年8月（予定）

Tel：03-5530-1324　Fax：03-5530-1222
E-mail： aerospace-sympo@tokyo-bigsight.co.jp
URL： http://www.tokyoaerospace-sympo.com

東京エアロスペースシンポジウム事務局

出展要項

東京ビッグサイト　〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

※料金は切符利用時の金額です。

1） 標準小間
 隣接する小間がある場合、境界を仕切る
 バックパネル、サイドパネル、小間番号板を
 主催者の負担で設置します。
　　　　※カーペットはありません。
　　　　※独立小間にはパネルは設置しません。
　　　　　また角小間など隣接する小間のない場合、
　　　　　サイドパネルは設置しません。

2） 小間規格（標準小間のみ）

3） 小間位置の決定
 各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、出展申込順等を考慮し、

会場計画に基づき主催者が決定します。

◆ 小間規格について

支払期限：2015年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。

キャンセル料

出展小間料金の50%

出展小間料金の100%

主催者が書面によるキャンセル通知を受領した日

2015年6月1日（月）～6月30日（火）

2015年7月1日（水）以降

1） 出展小間料金
 350,000円（税別）/1小間
 ※1小間＝9m2（間口3ｍ×奥行3ｍ、高さ2.7ｍ）
 ※パッケージブースもご用意しています。別紙『パッケージブースのご案内』をご参照ください。

2） 出展小間料金に含まれるもの
 ① 出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
 ② 招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
 ③ 主催者による企画運営費および広告宣伝費
 ④ 会場案内図および各種印刷物等への社名掲載
 ⑤ 主催者による安全管理費、要員費および警備費

3） 出展小間料金に含まれないもの
 ① 出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
 ② 自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
 ③ 各種印刷物等への広告掲載料
 ④ 自社出展物などに対して付保した損害保険料
 ⑤ 展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
 ⑥ 法令および出展規則に基づく展示装飾等の改修費用
 ⑦ その他、出展小間料金に含まれない費用

4） 出展小間料金の支払い方法
 主催者が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

5） キャンセル料
 原則、出展の取り消し・変更はできません。
 申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発生します。

◆ 出展小間料金について

申込締切り：2015年5月29日（金）
但し、予定小間数に達し次第締切ります。

株式会社東京ビッグサイト  東京エアロスペースシンポジウム事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
TEL：03-5530-1324　FAX：03-5530-1222

◆ 申込方法について
1） 申込方法
 出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局にご提出ください。

2） 申込締切り

3） 申込の保留・取り消し
　 　※出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者はその受付を保留
　　　または拒否することがあります。

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

2m

2.7m

12m

3m

サイドパネル

複列（ダブル）小間・6小間例

4m

1m

9m
6m

2.7m

小間は以下の
3種類があります。
●並列小間
●複列小間
（4小間以上）
●独立小間
（8小間以上）

豊洲駅（地下鉄、ゆりかもめ）
門前仲町駅（地下鉄）
東京駅丸の内南口（JR、地下鉄）

東京駅八重洲口（JR、地下鉄）

横浜駅東口［京急バス］
浜松町駅［kmフラワーバス］

標準小間（9m2）

2.7m

2m
1m

3m

小間番号板

サイドパネル

成田空港
羽田空港

下車徒歩3分

下車徒歩3分

下車徒歩7分

下船徒歩2分

（2015年1月現在）

東京ベイ有明
ワシントンホテル

東京エアロスペース
シンポジウム2015
Tokyo Aerospace Symposium 2015

2015 年 10 月 14 日  水 ～10 月 16 日  金

主催：東京都、株式会社東京ビッグサイト

東京ビッグサイト　西展示ホール

出展のご案内

東京ビッグサイト西展示ホール

●無人航空機
●関連サービス
　▶農薬散布／測量・計測／空撮／映像制作／
　　環境調査／セキュリティ／インフラ検査／
　　設備メンテナンス／施設監視／資材管理／
　　山林・海岸管理／自然災害対応／救助　等
●関連技術
　▶関連システム／センサー／バッテリー／
　　モーター／通信装置／管制装置／
　　画像受信装置／カメラ　等
●研究開発

出展対象

来場対象

出 展 の ご 案 内

災害、犯罪、あらゆるリスクに
対処する国内最大級のマー
ケット。

あらゆるテロ対策の特殊資機材・
システム・サービスが集結する
国内唯一のテロ対策専門展。

〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1

お問合せ

株式会社東京ビッグサイト

2015年2月 出展募集開始

2015年5月29日 出展申込締切り

2015年6月30日 出展小間料金支払期限

東京エアロスペース
シンポジウム2015

2015年
10月14日～16日

スケジュール

会場アクセス

出展マニュアル配布
ブースレイアウト発表

出展者説明会
2015年8月（予定）

Tel：03-5530-1324　Fax：03-5530-1222
E-mail： aerospace-sympo@tokyo-bigsight.co.jp
URL： http://www.tokyoaerospace-sympo.com

東京エアロスペースシンポジウム事務局

出展要項

東京ビッグサイト　〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

※料金は切符利用時の金額です。

1） 標準小間
 隣接する小間がある場合、境界を仕切る
 バックパネル、サイドパネル、小間番号板を
 主催者の負担で設置します。
　　　　※カーペットはありません。
　　　　※独立小間にはパネルは設置しません。
　　　　　また角小間など隣接する小間のない場合、
　　　　　サイドパネルは設置しません。

2） 小間規格（標準小間のみ）

3） 小間位置の決定
 各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、出展申込順等を考慮し、

会場計画に基づき主催者が決定します。

◆ 小間規格について

支払期限：2015年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。

キャンセル料

出展小間料金の50%

出展小間料金の100%

主催者が書面によるキャンセル通知を受領した日

2015年6月1日（月）～6月30日（火）

2015年7月1日（水）以降

1） 出展小間料金
 350,000円（税別）/1小間
 ※1小間＝9m2（間口3ｍ×奥行3ｍ、高さ2.7ｍ）
 ※パッケージブースもご用意しています。別紙『パッケージブースのご案内』をご参照ください。

2） 出展小間料金に含まれるもの
 ① 出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
 ② 招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
 ③ 主催者による企画運営費および広告宣伝費
 ④ 会場案内図および各種印刷物等への社名掲載
 ⑤ 主催者による安全管理費、要員費および警備費

3） 出展小間料金に含まれないもの
 ① 出展者の自社小間の装飾、設営、運営費
 ② 自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
 ③ 各種印刷物等への広告掲載料
 ④ 自社出展物などに対して付保した損害保険料
 ⑤ 展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
 ⑥ 法令および出展規則に基づく展示装飾等の改修費用
 ⑦ その他、出展小間料金に含まれない費用

4） 出展小間料金の支払い方法
 主催者が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

5） キャンセル料
 原則、出展の取り消し・変更はできません。
 申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発生します。

◆ 出展小間料金について

申込締切り：2015年5月29日（金）
但し、予定小間数に達し次第締切ります。

株式会社東京ビッグサイト  東京エアロスペースシンポジウム事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
TEL：03-5530-1324　FAX：03-5530-1222

◆ 申込方法について
1） 申込方法
 出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局にご提出ください。

2） 申込締切り

3） 申込の保留・取り消し
　 　※出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者はその受付を保留
　　　または拒否することがあります。

並列（シングル）小間・4小間例

バックパネル

2m

2.7m

12m

3m

サイドパネル

複列（ダブル）小間・6小間例

4m

1m

9m
6m

2.7m

小間は以下の
3種類があります。
●並列小間
●複列小間
（4小間以上）
●独立小間
（8小間以上）

豊洲駅（地下鉄、ゆりかもめ）
門前仲町駅（地下鉄）
東京駅丸の内南口（JR、地下鉄）

東京駅八重洲口（JR、地下鉄）

横浜駅東口［京急バス］
浜松町駅［kmフラワーバス］

標準小間（9m2）

2.7m

2m
1m

3m

小間番号板

サイドパネル

成田空港
羽田空港

下車徒歩3分

下車徒歩3分

下車徒歩7分

下船徒歩2分

（2015年1月現在）

東京ベイ有明
ワシントンホテル
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2015 年 10 月 14 日  水 ～10 月 16 日  金

主催：東京都、株式会社東京ビッグサイト

東京ビッグサイト　西展示ホール

出展のご案内

2015年、国内唯一の航空宇宙分野の展
示会（主催：東京都・株式会社東京ビッグサイト）。
航空宇宙業界の最新情報を発信するシ
ンポジウムと企業・行政機関等の展示
ブース展開により、多数の業界関係者が
一堂に集結します。

http://www.tokyoaerospace-sympo.com/

2014年来場者実績
16,222名

2014年来場者実績
5,530名

危機管理産業展（RISCONTOKYO）2015

テロ対策特殊装備展（SEECAT）’15

●官公庁
●地方自治体
●農業
●物流
●建築・土木
●インフラ検査
●制作プロダクション
●研究機関　等



基本ブース仕様

●基本ブースイメージ

申込方法 スケジュール

2ｍ

2ｍ

1ｍ

2.7ｍ

１）申込先
出展申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、下記事務局にご提出く
ださい。

株式会社東京ビッグサイト
東京エアロスペースシンポジウム事務局
〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
TEL：03-5530-1324　FAX：03-5530-1222
E-mail：aerospace-sympo@tokyo-bigsight.co.jp

２）申込締切り

３）申込の保留・取り消し
出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、主催者は
その受付を保留または拒否することがあります。

４）出展料金の支払い方法
主催者が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。
支払期限までに指定口座へのお振込みをお願いします。

５）キャンセル料
原則、出展の取り消し・変更はできません。
申込者による取り消し・変更がある場合、下記のキャンセル料が発
生します。

申込締切り：2015年5月29日（金）

支払期限：2015年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。

2015年６月１日（月）～6月30日（火）

2015年7月1日（水）以降

出展小間料金の50％

出展小間料金の100％

主催者が書面によるキャンセル通知を受領した日 キャンセル料

2015年3月

2015年５月29日

2015年6月30日

2015年8月（予定）

出展募集開始

出展申込締切り

出展小間料金支払期限

ブースレイアウト発表
出展者説明会
出展マニュアル配付

2015年
10月14日～16日

東京エアロスペース
シンポジウム2015

お問合せ

東京都江東区有明3-11-1

株式会社東京ビッグサイト

〒135-0063

E-mail : aerospace-sympo@tokyo-bigsight.co.jp
URL:http://www.tokyoaerospace-sympo.com

TEL:03-5530-1324 FAX:03-5530-1222

東京エアロスペースシンポジウム事務局

※イラストはイメージです。変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●出展料金等

システムパネル2m（バック）×1m（サイド）、
出展者名ボード※1、パンチカーペット※2、
コンセント（500W）

￥150,000（税抜）／1小間
1小間＝4m2（2m×2m）

※1　設置を希望する出展者のみ
※2　色見本より選択可能。色見本は後日ご案内いたします。

無人航空機ゾーン設置に寄せて
　近年飛躍的な発展を遂げている無人航空機システム（UAS）の、民生分野における積極的な利活用を推進するため、2014年7月に「一般社団法人 
日本UAS産業振興協議会（JUIDA）」を設立いたしました。
　無人航空機は、これまで限られた分野で発展してきましたが、国際民間航空機関（ICAO）において、2018年から民間航空機の1ジャンルとして取り扱う
ことが決定されたことを受けて、米国、EUにおいて一斉にUASの開発競争が始まりました。
　今後、日本においてもUAS関連の新たな産業・市場が創造されることが見込まれる中で、
東京エアロスペースシンポジウム内で展開される「無人航空機ゾーン」からUASに関する最新
情報を発信することは、無人航空機産業の発展を加速させるとともに、参加企業にとって大き
なビジネスチャンスとなることでしょう。
　幅広い分野の皆様と手を携え、協力し合い、日本のUAS産業の発展に尽くしていきたいと念
願しております。関係者の皆様におかれましては、是非、本催事に参画をいただければと思います。

出展料金

展示面積

備　　品

東京エアロスペースシンポジウム2015

〇〇〇〇〇社
出展者名ボード

パンチカーペット

東京エアロスペースシンポジウム2015
スペシャルアドバイザー

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会
代表理事

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

教授　鈴 木　真 二


