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

同時期開催 危機管理産業展（RISCON TOKYO）2015
 テロ対策特殊装備展（SEECAT）’15

会　　期　2015年10月14日（水）～16日（金）
 10:00～17:00 入 場 料 2,000円

 （税込。但し、招待券持参者・Web事前登録者は無料）

会　　場　東京ビッグサイト　西展示棟　西4ホール 展 示 規 模　265社・団体 251小間

来場者職業別構成比 国・地域別来場者数内訳

来場者数

開催概要

日　付 天　気 登録来場者数※1（内、海外） 来場者数※2

10月14日（水）

※1「登録来場者数」は、氏名や所属などの登録を行い、ゲートから入場した人数。　　※2「来場者数」は、再入場を含む延べ人数。
【参考】前回ASET2013登録来場者数 14,779名、来場者数 29,417名

晴れ 2,794

10月15日（木） 晴れのちくもり 2,709

10月16日（金） 雨のちくもり 3,324

合　計 8,827

（23）

（30）

（30）

（83）

7,498

7,234

8,955

23,687

東京エアロスペースシンポジウム2015は、登録来場者数8,827名、来場者数23,687名となりました。また、海外からは
23ヵ国・地域より83名が来場しました。来場者職業別構成比は製造業が約4割を占めており、航空機関係製造業の割合は
前回展よりも約7％上昇しました。

国・地域 来場者数

合　計 83

製造業
39.4%

製造業の内訳

航空機関係
製造業

36.0%

その他製造業

64.0%

官公庁・団体　13.0%

商社

12.7%

学生

5.7%

航空輸送業

2.8%

プレス

1.7%

その他業種

24.7%

アメリカ 12

フランス 11

台湾 10

シンガポール 8

フィリピン 5

香港 5

英国 4

その他 28
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五十音順

80％以上の来場者が、東京エアロスペースシンポジウム2015の来場満足度を「期待以上」、「期待通り」と回答しました。来
場目的（複数回答可）では、業界動向や新製品、新技術の情報収集が過半数を占め、本展示会が航空宇宙産業における最新情
報の収集の場として、期待されていることを示す結果となりました。また製品購入への権限を持っている来場者が約半数を占
め、ビジネス創出の場であることを示す結果となりました。

来場者プロフィール（アンケート回答者：362名） ※会期中の場内サンプリング調査による来場者を
　対象としたアンケート集計

年　齢

居住地

来場者一覧（一部抜粋）

あ アーカンソー州政府日本事務所
 株式会社IHIエアロスペース
 株式会社IHI回転機械
 株式会社ＩＨＩジェットサービス
 アカギヘリコプター株式会社
 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
 旭硝子株式会社
 朝日航洋株式会社
 アライドテレシス株式会社
 EU-JAPAN Center for Industrial Cooperation
 イカロス出版株式会社
 いすゞ 自動車株式会社
 伊藤忠アビエーション株式会社
 伊藤忠商事株式会社
 伊藤忠マシンテクノス株式会社
 岩谷産業株式会社
 インド大使館
 宇宙技術開発株式会社
 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
 株式会社AIRDO
 Airbus Group
 エアバス・ジャパン株式会社
 Airbus Defence & Space
 エアバス・ヘリコプターズ･ジャパン株式会社
 株式会社エアロパートナーズ
 エアロファシリティー株式会社
 英国総領事館
 英国大使館
 英国貿易投資総省
 一般財団法人衛星測位利用推進センター
 ANAウイングス株式会社
 ANAエアポートサービス株式会社
 ANAエンジンテクニクス株式会社
 株式会社ANA総合研究所
 ANAホールディングス株式会社
 エースエアロスペース株式会社
 SMBC日興証券株式会社
 SMBCフレンド証券株式会社
 NECエンジニアリング株式会社
 NECスペーステクノロジー株式会社
 NTTアドバンステクノロジ株式会社
 NTTエレクトロニクス株式会社
 NTTコミュニケーションズ株式会社
 NTTコムウェア株式会社
 株式会社NTTデータ
 NTT東日本
 MC Aviation株式会社
 オーストラリア大使館
 株式会社大林組
 岡谷鋼機株式会社
 沖エンジニアリング株式会社
 沖電気工業株式会社
 小田急電鉄株式会社
 オリックス株式会社
 オリンパス株式会社
か 株式会社海外物産
 海上自衛隊
 海上保安庁
 外務省
 国立研究開発法人科学技術振興機構
 鹿島建設株式会社
 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州政府事務所
 兼松株式会社
 兼松エアロスペース株式会社
 川重明石エンジニアリング株式会社
 川重テクノロジー株式会社
 関西電力株式会社
 関東物産株式会社
 株式会社キーエンス
 気象庁
 キヤノン株式会社
 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
 キヤノン電子株式会社
 キヤノンプレシジョン株式会社
 京セラ株式会社
 共同通信社
 京都銀行
 株式会社近鉄エクスプレス
 空港施設株式会社
 株式会社クラレ
 京王電鉄株式会社

 経済産業省
 警察庁
 警視庁
 警視庁航空隊
 KYB株式会社
 ケベック州投資公社
 原子力規制委員会原子力規制庁
 株式会社小糸製作所
 一般社団法人航空宇宙産業支援機構
 一般財団法人航空機安全運航支援センター
 公益財団法人航空機国際共同開発促進基金
 航空自衛隊
 株式会社航空システムサービス
 公益財団法人航空輸送技術研究センター
 株式会社神戸製鋼所
 コクサイエアロマリン株式会社
 国土交通省
 コスモ石油ルブリカンツ株式会社
 コニカミノルタ株式会社
 コマツNTC株式会社
 株式会社小松製作所
さ 財務省
 三愛石油株式会社
 清水建設株式会社
 GEアビエーション・ディストリビューションジャパン株式会社
 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー
 CKD株式会社
 株式会社ジェイテクト
 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
 JFEエンジニアリング株式会社
 JFEスチール株式会社
 株式会社ジェービーエム
 株式会社ジェピコ
 シェフラージャパン株式会社
 四国電力株式会社
 次世代宇宙システム技術研究組合
 一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会
 株式会社島精機製作所
 株式会社島津製作所
 シャープ株式会社
 German Ａｅｒｏspace Center DLR 
 ジヤトコ株式会社
 JAPAN AVIATION SERVICE株式会社
 ジャパン・エアポート・グランドハンドリング株式会社
 株式会社JALエンジニアリング
 株式会社JALUX
 首都高速道路株式会社
 株式会社ジュピターコーポレーション
 春秋航空日本株式会社
 消防庁
 昭和飛行機工業株式会社
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 新日本電工株式会社
 新明和工業株式会社
 Sky株式会社
 SKYエアロスペース研究所
 Skycatch Inc.
 スカイネットアジア航空株式会社
 スカイマーク株式会社
 スカイレーベル株式会社
 スカパーＪＳＡＴ株式会社
 株式会社スギノマシン
 住商エアロシステム株式会社
 住友化学株式会社
 住友重機械工業株式会社
 住友商事株式会社
 住友電気工業株式会社
 積水化学工業株式会社
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
 全日空商事株式会社
 全日本空輸株式会社
 株式会社ゼンリン
 綜合警備保障株式会社
 相互発條株式会社 
 双日株式会社
 双日エアロスペース株式会社
 双日システムズ株式会社
 総務省
 ソニー株式会社　
 ソフトバンク株式会社

 損保ジャパン日本興亜株式会社
た ダイキン工業株式会社
 大成建設株式会社
 大東建託株式会社
 大日本印刷株式会社
 大和ハウス工業株式会社
 株式会社竹中工務店
 ダッソー・システムズ株式会社
 多摩川精機株式会社
 中国電力株式会社
 中部電力株式会社
 千代田化工建設株式会社
 つくば航空株式会社
 DHLジャパン株式会社
 THK株式会社
 TDK株式会社
 帝人株式会社
 デュポン株式会社
 デルタ航空会社
 テルモ株式会社
 デロイト トーマツコンサルティング合同会社
 国立研究開発法人電子航法研究所
 株式会社デンソー
 株式会社東海理化
 東海旅客鉄道株式会社
 東急不動産ホールディングス株式会社
 東京海上日動火災保険株式会社
 東京ガス都市開発株式会社
 東京急行電鉄株式会社
 東京空港交通株式会社
 東京計器株式会社
 東京計器アビエーション株式会社
 東京電力株式会社
 株式会社東芝
 東芝機械株式会社
 東芝プラントシステム株式会社
 東芝マテリアル株式会社
 東北電力株式会社
 東レ株式会社
 特許庁
 凸版印刷株式会社
 トヨタ自動車株式会社
 株式会社豊田自動織機
 豊田通商株式会社
 トヨタ紡織株式会社
な 内閣府
 中日本航空株式会社
 ナビコムアビエーション株式会社
 ナブテスコ株式会社
 成田国際空港株式会社
 株式会社ニコン
 西日本空輸株式会社
 西日本鉄道株式会社
 日揮株式会社
 日機装株式会社
 日産自動車株式会社
 日鉄住金物産株式会社
 日本アイ・ビー・エム株式会社
 一般財団法人日本宇宙フォーラム
 一般財団法人日本気象協会
 日本空港ビルデング株式会社
 一般財団法人日本航空機エンジン協会
 一般財団法人日本航空機開発協会
 公益社団法人日本航空技術協会
 公益社団法人日本航空機操縦士協会
 日本航空高圧株式会社
 一般社団法人日本工作機械工業会
 日本GE株式会社
 日本精工株式会社
 日本通運株式会社
 日本電気株式会社
 日本電気航空宇宙システム株式会社
 日本発条株式会社
 日本飛行機株式会社
 独立行政法人日本貿易振興機構
 日本放送協会
 日本郵便株式会社
 株式会社ネクスコ東日本
 農林水産省
 Northrop Grumman
 野村證券株式会社

 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社
は Virtual Aerospace Japan Co., Ltd.
 パナソニック株式会社
 Panasonic Avionics Corporation
 羽田空港サービス株式会社
 日立金属株式会社
 日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社
 株式会社日立製作所
 株式会社日立ソリューションズ
 日野自動車株式会社
 ヒロボー株式会社
 ファナック株式会社
 福田交易株式会社
 富士エアロスペーステクノロジー株式会社
 富士ゼロックス株式会社
 富士通株式会社
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社
 株式会社富士通ゼネラル
 富士フイルム株式会社
 扶桑アビエーション株式会社
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 ブラザー工業株式会社
 フランス大使館
 古河産業株式会社
 古河電気工業株式会社
 米国大使館
 米国バージニア州経済開発機構日本事務所
 米国ミズーリ州経済開発局
 米陸軍
 米陸軍アジア研究所
 VIETNAM AEROSPACE ASSOCIATION
 一般財団法人防衛技術協会
 防衛省
 法務省
 ボーズ株式会社
 ホーチキ株式会社
 Bombardier
 本田技研工業株式会社
 株式会社本田技術研究所
ま マツダ株式会社
 丸文株式会社
 丸紅株式会社
 丸紅エアロスペース株式会社
 丸紅情報システムズ株式会社
 丸紅マシンツールズ株式会社
 株式会社みずほ銀行
 三井住友海上火災保険株式会社
 株式会社三井住友銀行　
 三井造船株式会社
 三井物産株式会社
 三井物産エアロスペース株式会社
 三井物産マシンテック株式会社
 三井不動産株式会社
 三菱商事株式会社
 株式会社三菱総合研究所
 三菱電機株式会社
 株式会社三菱東京UFJ銀行
 三菱日立ツール株式会社
 三菱マテリアル株式会社
 三菱レイヨン株式会社
 株式会社村田製作所
 メイラ株式会社
 メキシコ大使館
 森ビル株式会社
 文部科学省
や ヤマハ発動機株式会社
 ヤマハモーターエンジニアリング株式会社
 ヤンマー株式会社
 有人宇宙システム株式会社
 郵船ロジスティクス株式会社
 Euro-Japan Business Management Consulting  
 横河電機株式会社
 横河電子機器株式会社
 横浜ゴム株式会社
ら リコージャパン株式会社
 株式会社りそな銀行
 ロールス・ロイスジャパン株式会社
 ロシア連邦通商代表部

来場者アンケート

フリーアンサー

東京都

36.2%

関東（東京を除く）

42.5%

東海

7.2%

近畿

5.8%

甲信越・北陸　2.8%

北海道・東北　2.2%
中国・四国　1.9%

九州

1.4%

19歳以下

4.7%
20～29歳

22.7%
30～39歳

20.4%
40～49歳

22.9%
50～59歳

19.9%
60歳以上

9.4%

営業・販売

21.5%

研究・開発

31.5%

生産

4.6%

企画・調査

11.6%

広報・宣伝

2.3%

管理

9.3%

経営・役員

7.6%
その他

11.6%
購入・導入の最終決定を
する権限を持っている

1.7%

ほぼ自分の決定に従って
購入・導入が決まる

17.9%

購入・導入のアドバイス
をする立場である

26.5%製品を利用する
立場から意見を言う

17.9%

その他

36.0%

ご来場の主な目的について （複数回答可）Q4

ご来場の満足度は？Q5

あなたの職業は？Q1 あなたの職種は？Q2 あなたの社内権限は？※学生除く ※学生除くQ3

■ 自分の知識を高める情報が思っていた以上に用意されていた。
【19歳以下/学生】

■ 企業の各展示内容の質がかなり高かった。
【20代/その他業種】

■ 各自治体の取り組みを把握できた。
【30代/官公庁・団体】

■ 航空機業界が活況な事が各出展者の展示内容から伝わってきた。
【30代/航空関係製造業】

■ 必要としている企業が見つけられた。
【50代/商社】

13.8
7.5

5
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59.1業界動向の確認

講演会、セミナー、併催イベントなどへの参加
ビジネスパートナーの開拓

その他

(%)

53.0新製品・新技術の情報収集、製品購入（商談）

期待以上

18.8%

期待通り

64.9%

期待以下
16.3%

航空機関系
製造業

10.2%

航空輸送業

4.1%

その他製造業

25.4%

商社
11.9%

官公庁・団体

16.9%

学生

16.6%

その他業種

14.9%

83.7%

期待以上
期待通り
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五十音順

80％以上の来場者が、東京エアロスペースシンポジウム2015の来場満足度を「期待以上」、「期待通り」と回答しました。来
場目的（複数回答可）では、業界動向や新製品、新技術の情報収集が過半数を占め、本展示会が航空宇宙産業における最新情
報の収集の場として、期待されていることを示す結果となりました。また製品購入への権限を持っている来場者が約半数を占
め、ビジネス創出の場であることを示す結果となりました。

来場者プロフィール（アンケート回答者：362名） ※会期中の場内サンプリング調査による来場者を
　対象としたアンケート集計

年　齢

居住地

来場者一覧（一部抜粋）

あ アーカンソー州政府日本事務所
 株式会社IHIエアロスペース
 株式会社IHI回転機械
 株式会社ＩＨＩジェットサービス
 アカギヘリコプター株式会社
 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
 旭硝子株式会社
 朝日航洋株式会社
 アライドテレシス株式会社
 EU-JAPAN Center for Industrial Cooperation
 イカロス出版株式会社
 いすゞ 自動車株式会社
 伊藤忠アビエーション株式会社
 伊藤忠商事株式会社
 伊藤忠マシンテクノス株式会社
 岩谷産業株式会社
 インド大使館
 宇宙技術開発株式会社
 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
 株式会社AIRDO
 Airbus Group
 エアバス・ジャパン株式会社
 Airbus Defence & Space
 エアバス・ヘリコプターズ･ジャパン株式会社
 株式会社エアロパートナーズ
 エアロファシリティー株式会社
 英国総領事館
 英国大使館
 英国貿易投資総省
 一般財団法人衛星測位利用推進センター
 ANAウイングス株式会社
 ANAエアポートサービス株式会社
 ANAエンジンテクニクス株式会社
 株式会社ANA総合研究所
 ANAホールディングス株式会社
 エースエアロスペース株式会社
 SMBC日興証券株式会社
 SMBCフレンド証券株式会社
 NECエンジニアリング株式会社
 NECスペーステクノロジー株式会社
 NTTアドバンステクノロジ株式会社
 NTTエレクトロニクス株式会社
 NTTコミュニケーションズ株式会社
 NTTコムウェア株式会社
 株式会社NTTデータ
 NTT東日本
 MC Aviation株式会社
 オーストラリア大使館
 株式会社大林組
 岡谷鋼機株式会社
 沖エンジニアリング株式会社
 沖電気工業株式会社
 小田急電鉄株式会社
 オリックス株式会社
 オリンパス株式会社
か 株式会社海外物産
 海上自衛隊
 海上保安庁
 外務省
 国立研究開発法人科学技術振興機構
 鹿島建設株式会社
 カナダ ブリティッシュ・コロンビア州政府事務所
 兼松株式会社
 兼松エアロスペース株式会社
 川重明石エンジニアリング株式会社
 川重テクノロジー株式会社
 関西電力株式会社
 関東物産株式会社
 株式会社キーエンス
 気象庁
 キヤノン株式会社
 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
 キヤノン電子株式会社
 キヤノンプレシジョン株式会社
 京セラ株式会社
 共同通信社
 京都銀行
 株式会社近鉄エクスプレス
 空港施設株式会社
 株式会社クラレ
 京王電鉄株式会社

 経済産業省
 警察庁
 警視庁
 警視庁航空隊
 KYB株式会社
 ケベック州投資公社
 原子力規制委員会原子力規制庁
 株式会社小糸製作所
 一般社団法人航空宇宙産業支援機構
 一般財団法人航空機安全運航支援センター
 公益財団法人航空機国際共同開発促進基金
 航空自衛隊
 株式会社航空システムサービス
 公益財団法人航空輸送技術研究センター
 株式会社神戸製鋼所
 コクサイエアロマリン株式会社
 国土交通省
 コスモ石油ルブリカンツ株式会社
 コニカミノルタ株式会社
 コマツNTC株式会社
 株式会社小松製作所
さ 財務省
 三愛石油株式会社
 清水建設株式会社
 GEアビエーション・ディストリビューションジャパン株式会社
 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー
 CKD株式会社
 株式会社ジェイテクト
 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
 JFEエンジニアリング株式会社
 JFEスチール株式会社
 株式会社ジェービーエム
 株式会社ジェピコ
 シェフラージャパン株式会社
 四国電力株式会社
 次世代宇宙システム技術研究組合
 一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会
 株式会社島精機製作所
 株式会社島津製作所
 シャープ株式会社
 German Ａｅｒｏspace Center DLR 
 ジヤトコ株式会社
 JAPAN AVIATION SERVICE株式会社
 ジャパン・エアポート・グランドハンドリング株式会社
 株式会社JALエンジニアリング
 株式会社JALUX
 首都高速道路株式会社
 株式会社ジュピターコーポレーション
 春秋航空日本株式会社
 消防庁
 昭和飛行機工業株式会社
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 新日本電工株式会社
 新明和工業株式会社
 Sky株式会社
 SKYエアロスペース研究所
 Skycatch Inc.
 スカイネットアジア航空株式会社
 スカイマーク株式会社
 スカイレーベル株式会社
 スカパーＪＳＡＴ株式会社
 株式会社スギノマシン
 住商エアロシステム株式会社
 住友化学株式会社
 住友重機械工業株式会社
 住友商事株式会社
 住友電気工業株式会社
 積水化学工業株式会社
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
 全日空商事株式会社
 全日本空輸株式会社
 株式会社ゼンリン
 綜合警備保障株式会社
 相互発條株式会社 
 双日株式会社
 双日エアロスペース株式会社
 双日システムズ株式会社
 総務省
 ソニー株式会社　
 ソフトバンク株式会社

 損保ジャパン日本興亜株式会社
た ダイキン工業株式会社
 大成建設株式会社
 大東建託株式会社
 大日本印刷株式会社
 大和ハウス工業株式会社
 株式会社竹中工務店
 ダッソー・システムズ株式会社
 多摩川精機株式会社
 中国電力株式会社
 中部電力株式会社
 千代田化工建設株式会社
 つくば航空株式会社
 DHLジャパン株式会社
 THK株式会社
 TDK株式会社
 帝人株式会社
 デュポン株式会社
 デルタ航空会社
 テルモ株式会社
 デロイト トーマツコンサルティング合同会社
 国立研究開発法人電子航法研究所
 株式会社デンソー
 株式会社東海理化
 東海旅客鉄道株式会社
 東急不動産ホールディングス株式会社
 東京海上日動火災保険株式会社
 東京ガス都市開発株式会社
 東京急行電鉄株式会社
 東京空港交通株式会社
 東京計器株式会社
 東京計器アビエーション株式会社
 東京電力株式会社
 株式会社東芝
 東芝機械株式会社
 東芝プラントシステム株式会社
 東芝マテリアル株式会社
 東北電力株式会社
 東レ株式会社
 特許庁
 凸版印刷株式会社
 トヨタ自動車株式会社
 株式会社豊田自動織機
 豊田通商株式会社
 トヨタ紡織株式会社
な 内閣府
 中日本航空株式会社
 ナビコムアビエーション株式会社
 ナブテスコ株式会社
 成田国際空港株式会社
 株式会社ニコン
 西日本空輸株式会社
 西日本鉄道株式会社
 日揮株式会社
 日機装株式会社
 日産自動車株式会社
 日鉄住金物産株式会社
 日本アイ・ビー・エム株式会社
 一般財団法人日本宇宙フォーラム
 一般財団法人日本気象協会
 日本空港ビルデング株式会社
 一般財団法人日本航空機エンジン協会
 一般財団法人日本航空機開発協会
 公益社団法人日本航空技術協会
 公益社団法人日本航空機操縦士協会
 日本航空高圧株式会社
 一般社団法人日本工作機械工業会
 日本GE株式会社
 日本精工株式会社
 日本通運株式会社
 日本電気株式会社
 日本電気航空宇宙システム株式会社
 日本発条株式会社
 日本飛行機株式会社
 独立行政法人日本貿易振興機構
 日本放送協会
 日本郵便株式会社
 株式会社ネクスコ東日本
 農林水産省
 Northrop Grumman
 野村證券株式会社

 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社
は Virtual Aerospace Japan Co., Ltd.
 パナソニック株式会社
 Panasonic Avionics Corporation
 羽田空港サービス株式会社
 日立金属株式会社
 日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社
 株式会社日立製作所
 株式会社日立ソリューションズ
 日野自動車株式会社
 ヒロボー株式会社
 ファナック株式会社
 福田交易株式会社
 富士エアロスペーステクノロジー株式会社
 富士ゼロックス株式会社
 富士通株式会社
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社
 株式会社富士通ゼネラル
 富士フイルム株式会社
 扶桑アビエーション株式会社
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 ブラザー工業株式会社
 フランス大使館
 古河産業株式会社
 古河電気工業株式会社
 米国大使館
 米国バージニア州経済開発機構日本事務所
 米国ミズーリ州経済開発局
 米陸軍
 米陸軍アジア研究所
 VIETNAM AEROSPACE ASSOCIATION
 一般財団法人防衛技術協会
 防衛省
 法務省
 ボーズ株式会社
 ホーチキ株式会社
 Bombardier
 本田技研工業株式会社
 株式会社本田技術研究所
ま マツダ株式会社
 丸文株式会社
 丸紅株式会社
 丸紅エアロスペース株式会社
 丸紅情報システムズ株式会社
 丸紅マシンツールズ株式会社
 株式会社みずほ銀行
 三井住友海上火災保険株式会社
 株式会社三井住友銀行　
 三井造船株式会社
 三井物産株式会社
 三井物産エアロスペース株式会社
 三井物産マシンテック株式会社
 三井不動産株式会社
 三菱商事株式会社
 株式会社三菱総合研究所
 三菱電機株式会社
 株式会社三菱東京UFJ銀行
 三菱日立ツール株式会社
 三菱マテリアル株式会社
 三菱レイヨン株式会社
 株式会社村田製作所
 メイラ株式会社
 メキシコ大使館
 森ビル株式会社
 文部科学省
や ヤマハ発動機株式会社
 ヤマハモーターエンジニアリング株式会社
 ヤンマー株式会社
 有人宇宙システム株式会社
 郵船ロジスティクス株式会社
 Euro-Japan Business Management Consulting  
 横河電機株式会社
 横河電子機器株式会社
 横浜ゴム株式会社
ら リコージャパン株式会社
 株式会社りそな銀行
 ロールス・ロイスジャパン株式会社
 ロシア連邦通商代表部

来場者アンケート

フリーアンサー

東京都

36.2%

関東（東京を除く）

42.5%

東海

7.2%

近畿
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甲信越・北陸　2.8%

北海道・東北　2.2%
中国・四国　1.9%

九州
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19歳以下
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20～29歳
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をする立場である

26.5%製品を利用する
立場から意見を言う

17.9%

その他

36.0%

ご来場の主な目的について （複数回答可）Q4

ご来場の満足度は？Q5

あなたの職業は？Q1 あなたの職種は？Q2 あなたの社内権限は？※学生除く ※学生除くQ3

■ 自分の知識を高める情報が思っていた以上に用意されていた。
【19歳以下/学生】

■ 企業の各展示内容の質がかなり高かった。
【20代/その他業種】

■ 各自治体の取り組みを把握できた。
【30代/官公庁・団体】

■ 航空機業界が活況な事が各出展者の展示内容から伝わってきた。
【30代/航空関係製造業】

■ 必要としている企業が見つけられた。
【50代/商社】
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VIPラウンジ

出展者プレゼンテーション
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デモフライトエリア

休憩所

商談
コーナー

商談コーナー
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C-15

C-16

C-17

C-18

C-19

C-20

C-21

C-22

C-23 D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06

D-08

D-07 D-09

D-10

D-11

D-12

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-09

E-08

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15 E-16

E-17

E-18

E-19

E-20

E-21

E-22

E-23

E-24 F-01

F-03

F-04

F-05

F-02

G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07 G-08

G-09 G-10

G-11

G-12

G-13

G-15

G-20

H-01

H-02

H-03 H-04

H-05

H-06

H-07

B-04

B-21

D-13 D-14

D-15

D-16

D-17 D-18

C-24

D-05

A-04

C-25

B-22

フジ・インバック/
コバヤシ精密工業

サイトテック

日本UAS
産業振興協議会

ブルーイノベーション

自律制御システム研究所/
ミニサーベイヤーコンソーシアムネクスト

日本産業用
無人航空機協会

PRODRONE

ネクシス光洋

LSAS Tec

日本デジコム/
日立ハイテクソリューションズ

双葉電子工業

サイバネ
テック

空撮
技研

ソルトン

ジオサーフ/
ニコン・トリンブル

エム・オー・シー
ホールディングス

DRONE
PRESS

amuse oneself

無人ヘリテレ
推進協議会

エン
ルート

日本ビジネス
航空協会

台湾貿易センター　東京事務所

リアル
ビズ

フェデラル
エクスプレス

コーポレーション
親和

パッケージ

アルファー
アビエィション

石川組

B-23

倉敷
ボーリング

機工

仙北谷

大陽日酸ダブリュー・ツー

ＩＨＩ/ＩＨＩ検査計測

アキュレイト

日本
マルコ

エスエス
ティー

ナビコム
アビエー
ション

三菱重工
航空エンジン

Cyient

トード
インター

ナショナル

スカイ

サニー・
トレーディング

アルテックス
/SynQor(シンコア)

三菱商事
テクノス

東京航空
計器

三洋機工三井精機
工業

倉敷紡績

KISCO

牧野
フライス
製作所

ジーベック
テクノロジー

東京貿易
テクノ

システム

キーサイト・
テクノロジー

OKK

東陽
テクニカ

日本航空宇宙工業会

トミタフォトロン

山王
テクノ
アーツ

町田ギヤー
製作所

清水精機

日本エリコン
バルザース

野村鍍金

オノックス
エムティー

ティー
白銅

野田金型

アイ・シイ・
エス

村山
製作所

愛宕精工

O-KEI
樹脂

宇宙航空研究開発機構

リモート・
センシング

技術センター

ヒューマン

かんこう

日本検査キューエイ

防衛基盤
整備協会

(BSK)

SUSANOO

神戸航空機
クラスター研究会

埼玉県
産業振興公社

ひょうご
航空ビジ
ネス・プロ
ジェクト

ユウアイ
電子工業

山陽精工

藤精機

ササキ

フューチャーズ
クラフト

丸眞
熱処理
工業

中家
製作所

石川県
産業創出
支援機構

フィッテング
久世

(久世ベロー
ズ工業所)

長野県
テクノ財団

相模原市産業
振興財団

QAN
(九航協エアロスペース・

ネットワーク)

群馬県
産業支援機構

静岡県

東北航空宇宙
産業研究会

富山県
航空機産業
共同受注
研究会NIIGATA

SKY 
PROJECT

板橋区
産業振興公社

AMATERAS

新妻精機

岐阜県/各務原市

扶桑工機

MARPA

キグチ
テクニクス

やまぐち
産業振興

財団

オメガ
ジャパンシンキー

住友精密
工業

プリズマット
・ジャパン

アイティ
アクセス

防衛装備庁

室蘭工業大学　
航空宇宙機システム研究センター

横浜国立大学

研究室

法政大学
理工学部機械工学科

東海大学
工学部　航空宇宙学科

都立産業技術高等専門学校
荒川キャンパス

首都大学東京大学院
航空宇宙システム工学域

早稲田大学
日刊工業
新聞社

日本航空

大和合金

ニッチュー

オーケー
プリント

ワッティー

金属技研

東京通信
機材

マツケン

信栄テクノ

東京都

中部航空宇宙産業技術センター

Aerospace IIDA/NEXAS

KOYO熱錬

エバ・
ジャパン

A-04

防衛装備庁

G-14

G-16

G-17

G-18

G-19

航空宇宙システム

シンポジウムステージ

くまもと産業支援財団・
熊本マグネ事業推進会

愛知県/名古屋市
(航空宇宙産業販路

開拓支援事業実行委員会)

来場者入口

来場者出口

機体・機体主要部（航空機、ヘリコプター、無人機、ロケット、衛星）、
外装品・部品、内装部品・備品、
電機・電装関連部品、精密部品・電子部品・
半導体、塗料・染料、その他

C 機体、機体構成品、装備品

工作機械・産業用機械、工具・治具、
計測機器・測定機器・試験機器・分析機器、
材料・素材、システム関連（ハード・ソフト）、
その他

D 関連・周辺機器、関連・周辺製品

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、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、その他

G 無人航空機ゾーン

複合材加工、金属加工、樹脂加工、
熱処理・表面処理加工、鍛造・鋳造、
溶接・溶断、測定・分析・検査、
組立・アッセンブリー、塗装、
設計・試作、その他

E 製造技術、関連技術
研究・開発・産官学連携、企業誘致・立地案内、
人材派遣・人材教育、規格審査・認証、
コンサルタント・調査、マスコミ・新聞・出版

F その他

運輸・運航・運送、管制・運航支援、
セキュリティシステム、整備・修理、燃料、
その他

宇宙環境利用、通信・放送、
リモートセンシング・観測・測位・空撮、
その他

B 航空宇宙利用A 運輸、運航

機体・機体構成品、
装備品

シンポジウム
ステージ

製造技術、
関連技術

関連・周辺機器、
関連・周辺製品

プレゼンテーション
コーナー

自治体・クラスター

運輸

運輸
自治体・
クラスター アカデミック

ゾーン

宇
宙

無
人
航
空
機
ゾ
ー
ン

入口 出口

出展内容

分野別会場構成図

  株式会社三洋製機
  株式会社高林製作所
  株式会社永島製作所
  株式会社二水
  深田熱処理工業株式会社
  株式会社北菱
  松本機械工業株式会社
  株式会社マルショー
E-21 公益財団法人板橋区産業振興公社
  技研精機株式会社
  株式会社コバックス
  トソモ株式会社
B-12 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
D-09 Aerospace IIDA/株式会社NEXAS
A-05 株式会社エスエスティー
B-22 エバ・ジャパン株式会社
G-11 株式会社エム・オー・シーホールディングス
G-06 LSAS Tec株式会社
  Analytical Graphics, Inc.
G-14 株式会社エンルート
C-08 株式会社O-KEI樹脂
C-15 OKK株式会社
E-05 株式会社オーケープリント
B-01 株式会社オノックスエムティーティー
C-16 オメガジャパン株式会社

か

A-06 株式会社かんこう
  株式会社情報科学テクノシステム
D-01 キーサイト・テクノロジー合同会社
E-08 株式会社キグチテクニクス
D-08 KISCO株式会社
D-03 岐阜県/各務原市
  旭金属工業株式会社
  APCエアロスペシャルティ株式会社
  有限会社大堀研磨工業所

  株式会社加藤製作所
  川崎岐阜協同組合
  中日本航空専門学校
  株式会社ブイ・アール・テクノセンター
  若園精機株式会社
C-21 QAN（九航協エアロスペース・ネットワーク）
  福岡県航空機産業振興会議
E-11 金属技研株式会社
G-07 株式会社空撮技研
  香川高等専門学校　みらい技術共同教育センター
E-23 くまもと産業支援財団・熊本マグネ事業推進会
  不二ライトメタル株式会社
C-22 倉敷紡績株式会社
B-23 倉敷ボーリング機工株式会社
F-05 公益財団法人群馬県産業支援機構
  株式会社セイホー
  株式会社東京測器研究所
  株式会社宝泉製作所
  株式会社山岸製作所
E-24 神戸航空機クラスター研究会
C-25 株式会社KOYO熱錬

さ

A-09 Cyient株式会社
D-11 公益財団法人埼玉県産業振興公社
G-13 サイトテック株式会社
G-05 株式会社サイバネテック
C-18 公益財団法人相模原市産業振興財団
  株式会社アルファ・ツール
  エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社
  相模螺子株式会社
  日本電子工業株式会社　相模原工場
E-19 株式会社ササキ
A-12 サニー・トレーディング株式会社
C-07 山王テクノアーツ株式会社
C-01 三洋機工株式会社

あ

A-02 株式会社IHI/株式会社IHI検査計測
C-05 株式会社アイ・シイ・エス
D-05 愛知県/名古屋市（航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会）
  井澤金属株式会社
  株式会社石井機械製作所
  株式会社NSR JAPAN
  株式会社タマディック
  株式会社テクノプラスト
  鉄原実業株式会社
  長江紙器株式会社
  株式会社パイオニア風力機
  株式会社ユニテック
B-04 アイティアクセス株式会社
  AdaCore
B-03 株式会社アキュレイト
C-03 愛宕精工株式会社
E-20 AMATERAS
  株式会社エイチ・エー・ティー
  株式会社大崎金属
  株式会社上島熱処理工業所
  塩野プレシジョン株式会社
  多摩冶金株式会社
  電化皮膜工業株式会社
  株式会社ナガセ
  三益工業株式会社
  株式会社吉増製作所
G-20 株式会社amuse oneself
  クリスタルテック株式会社
  一般社団法人日本マルチコプター安全推進協会
A-11 アルテックス株式会社/SynQor（シンコア）
A-01 株式会社アルファーアビエィション
C-24 株式会社石川組
D-16 公益財団法人石川県産業創出支援機構
  浅下鍍金株式会社
  加賀精機株式会社

D-02 東京航空計器株式会社
E-07 東京通信機材株式会社
E-10 東京都
  Tokyo Metropolitan Aviation Network（TMAN）
C-17 東京貿易テクノシステム株式会社
F-02 東北航空宇宙産業研究会
  RFtestLab有限会社
  秋田化学工業株式会社
  秋田精工株式会社
  アキモク鉄工株式会社
  株式会社伊藤熱処理
  株式会社大川電機製作所
  オールセーフ株式会社
  有限会社岡村工機
  小野精工株式会社
  川西精密株式会社
  キョーユー株式会社
  株式会社コイワイ
  株式会社三栄機械
  株式会社スター精機
  株式会社セイシンハイテック
  大研工業株式会社
  株式会社橘　機工
  有限会社鉄栄技研
  東光鉄工株式会社
  株式会社登米精巧
  株式会社中野製作所
  日本ファインセラミックス株式会社
  引地精工株式会社
  株式会社フジ機工
  本田精機株式会社
  マルイ鍍金工業株式会社
  株式会社ミヤギタノイ
  由利工業株式会社
C-12 株式会社東陽テクニカ
A-10 株式会社トードインターナショナル

C-04 株式会社トミタ
  株式会社サワイリエンジニアリング
D-15 富山県航空機産業共同受注研究会
  株式会社石金精機
  立山マシン株式会社/株式会社タアフ
  株式会社ミズノマシナリー
  株式会社ユニゾーン
H-01 都立産業技術高等専門学校　荒川キャンパス
G-08 DRONE PRESS CO., Ltd.

な

D-10 公益財団法人長野県テクノ財団
  GEN CORPORATION
  株式会社ハタ研削
  有限会社原製作所
E-14 株式会社中家製作所
A-07 ナビコムアビエーション株式会社
D-06 NIIGATA SKY PROJECT
F-03 新妻精機株式会社
B-21 株式会社日刊工業新聞社
E-04 株式会社ニッチュー
B-19 日本エリコンバルザース株式会社
D-17 日本検査キューエイ株式会社
C-14 日本航空株式会社
B-16 一般社団法人日本航空宇宙工業会
  株式会社IHI
  川崎重工業株式会社
  富士重工業株式会社
  三菱重工業株式会社/三菱航空機株式会社
G-17 日本産業用無人航空機協会
G-03 株式会社日本デジコム/
 株式会社日立ハイテクソリューションズ
B-05 一般社団法人日本ビジネス航空協会
C-10 日本マルコ株式会社
G-18 一般社団法人日本UAS産業振興協議会
G-12 株式会社ネクシス光洋

E-13 山陽精工株式会社
D-07 株式会社ジーベックテクノロジー
G-02 ジオサーフ株式会社/株式会社ニコン・トリンブル
F-01 静岡県
  株式会社アオヤマ精工
  有限会社岩倉溶接工業所
  株式会社エステック
  株式会社オリオン工具製作所
  金子歯車工業株式会社
  神谷理研株式会社
  サカイ産業株式会社
  株式会社桜井製作所
  株式会社中遠熱処理技研
  TSK株式会社
  株式会社テクノ・モーターエンジニアリング
  株式会社ブローチ研削工業所
  株式会社マツイ
B-18 株式会社清水精機
H-02 首都大学東京大学院　航空宇宙システム工学域
G-16 株式会社自律制御システム研究所/
 ミニサーベイヤーコンソーシアムネクスト
F-04 株式会社信栄テクノ
C-02 株式会社シンキー
B-13 親和パッケージ株式会社
B-02 株式会社スカイ
E-02 SUSANOO
B-15 住友精密工業株式会社
C-19 株式会社仙北谷
G-09 株式会社ソルトン

た

C-20 大陽日酸株式会社
B-20 台湾貿易センター　東京事務所
A-03 株式会社ダブリュー・ツー
D-13 一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター
H-07 東海大学　工学部　航空宇宙学科

C-06 野田金型有限会社
B-07 株式会社野村鍍金

は

B-14 白銅株式会社
B-09 株式会社ヒューマン
  日本ビジュアルサイエンス株式会社
E-22 ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
  株式会社オオナガ
  株式会社きしろ
  株式会社シミズテック
  株式会社ジャスティード
  株式会社城洋
  神鋼検査サービス株式会社
  新日本非破壊検査株式会社
  株式会社大日製作所
  トーカロ株式会社
  株式会社ナサダ
  パイオニア精工株式会社
  ハマックス株式会社
  株式会社姫路鍍金工業所
  株式会社兵庫精密工業所
  山城機工株式会社
  株式会社山本金属製作所
  美岡工業株式会社
  菱三工業株式会社
E-01 株式会社フィッテング久世（久世ベローズ工業所）
B-11 フェデラル　エクスプレス　コーポレーション
B-17 株式会社フォトロン
G-01 フジ・インバック株式会社/
 株式会社コバヤシ精密工業
E-15 藤精機株式会社
D-04 扶桑工機株式会社
G-10 双葉電子工業株式会社
E-16 株式会社フューチャーズクラフト
D-18 プリズマット・ジャパン株式会社

G-19 ブルーイノベーション株式会社
G-04 PRODRONE
B-08 公益財団法人防衛基盤整備協会（BSK）
A-04 防衛装備庁
H-05 法政大学理工学部機械工学科

ま

D-14 MARPA
C-11 株式会社牧野フライス製作所
B-10 株式会社町田ギヤー製作所
E-09 株式会社マツケン
E-18 有限会社丸眞熱処理工業
C-13 三井精機工業株式会社
A-08 三菱重工航空エンジン株式会社
C-23 三菱商事テクノス株式会社
G-15 無人ヘリテレ推進協議会
B-06 株式会社村山製作所
H-03 室蘭工業大学　航空宇宙機システム研究センター

や

E-12 公益財団法人やまぐち産業振興財団
  株式会社アクシス
  株式会社伸和精工
  株式会社ひびき精機
E-03 大和合金株式会社
E-17 ユウアイ電子工業株式会社
H-04 横浜国立大学　航空宇宙システム研究室

ら

D-12 株式会社リアルビズ
C-09 一般財団法人リモート・センシング技術センター

わ

H-06 早稲田大学
E-06 ワッティー株式会社

出
展
者
一
覧（
共
同
出
展
者
を
含
む
）
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十
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サイトテック

日本UAS
産業振興協議会
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自律制御システム研究所/
ミニサーベイヤーコンソーシアムネクスト

日本産業用
無人航空機協会

PRODRONE

ネクシス光洋

LSAS Tec

日本デジコム/
日立ハイテクソリューションズ

双葉電子工業

サイバネ
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空撮
技研

ソルトン

ジオサーフ/
ニコン・トリンブル

エム・オー・シー
ホールディングス

DRONE
PRESS

amuse oneself
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エン
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台湾貿易センター　東京事務所
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ＩＨＩ/ＩＨＩ検査計測

アキュレイト

日本
マルコ

エスエス
ティー

ナビコム
アビエー
ション

三菱重工
航空エンジン

Cyient

トード
インター

ナショナル

スカイ

サニー・
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静岡県

東北航空宇宙
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板橋区
産業振興公社
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新妻精機

岐阜県/各務原市

扶桑工機

MARPA

キグチ
テクニクス
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産業振興

財団

オメガ
ジャパンシンキー

住友精密
工業

プリズマット
・ジャパン

アイティ
アクセス

防衛装備庁

室蘭工業大学　
航空宇宙機システム研究センター

横浜国立大学

研究室

法政大学
理工学部機械工学科

東海大学
工学部　航空宇宙学科

都立産業技術高等専門学校
荒川キャンパス

首都大学東京大学院
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早稲田大学
日刊工業
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ニッチュー

オーケー
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ワッティー
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東京通信
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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、その他

G 無人航空機ゾーン

複合材加工、金属加工、樹脂加工、
熱処理・表面処理加工、鍛造・鋳造、
溶接・溶断、測定・分析・検査、
組立・アッセンブリー、塗装、
設計・試作、その他

E 製造技術、関連技術
研究・開発・産官学連携、企業誘致・立地案内、
人材派遣・人材教育、規格審査・認証、
コンサルタント・調査、マスコミ・新聞・出版
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分野別会場構成図

  株式会社三洋製機
  株式会社高林製作所
  株式会社永島製作所
  株式会社二水
  深田熱処理工業株式会社
  株式会社北菱
  松本機械工業株式会社
  株式会社マルショー
E-21 公益財団法人板橋区産業振興公社
  技研精機株式会社
  株式会社コバックス
  トソモ株式会社
B-12 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
D-09 Aerospace IIDA/株式会社NEXAS
A-05 株式会社エスエスティー
B-22 エバ・ジャパン株式会社
G-11 株式会社エム・オー・シーホールディングス
G-06 LSAS Tec株式会社
  Analytical Graphics, Inc.
G-14 株式会社エンルート
C-08 株式会社O-KEI樹脂
C-15 OKK株式会社
E-05 株式会社オーケープリント
B-01 株式会社オノックスエムティーティー
C-16 オメガジャパン株式会社

か

A-06 株式会社かんこう
  株式会社情報科学テクノシステム
D-01 キーサイト・テクノロジー合同会社
E-08 株式会社キグチテクニクス
D-08 KISCO株式会社
D-03 岐阜県/各務原市
  旭金属工業株式会社
  APCエアロスペシャルティ株式会社
  有限会社大堀研磨工業所

  株式会社加藤製作所
  川崎岐阜協同組合
  中日本航空専門学校
  株式会社ブイ・アール・テクノセンター
  若園精機株式会社
C-21 QAN（九航協エアロスペース・ネットワーク）
  福岡県航空機産業振興会議
E-11 金属技研株式会社
G-07 株式会社空撮技研
  香川高等専門学校　みらい技術共同教育センター
E-23 くまもと産業支援財団・熊本マグネ事業推進会
  不二ライトメタル株式会社
C-22 倉敷紡績株式会社
B-23 倉敷ボーリング機工株式会社
F-05 公益財団法人群馬県産業支援機構
  株式会社セイホー
  株式会社東京測器研究所
  株式会社宝泉製作所
  株式会社山岸製作所
E-24 神戸航空機クラスター研究会
C-25 株式会社KOYO熱錬

さ

A-09 Cyient株式会社
D-11 公益財団法人埼玉県産業振興公社
G-13 サイトテック株式会社
G-05 株式会社サイバネテック
C-18 公益財団法人相模原市産業振興財団
  株式会社アルファ・ツール
  エヌ・デイ・ケー加工センター株式会社
  相模螺子株式会社
  日本電子工業株式会社　相模原工場
E-19 株式会社ササキ
A-12 サニー・トレーディング株式会社
C-07 山王テクノアーツ株式会社
C-01 三洋機工株式会社

あ

A-02 株式会社IHI/株式会社IHI検査計測
C-05 株式会社アイ・シイ・エス
D-05 愛知県/名古屋市（航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会）
  井澤金属株式会社
  株式会社石井機械製作所
  株式会社NSR JAPAN
  株式会社タマディック
  株式会社テクノプラスト
  鉄原実業株式会社
  長江紙器株式会社
  株式会社パイオニア風力機
  株式会社ユニテック
B-04 アイティアクセス株式会社
  AdaCore
B-03 株式会社アキュレイト
C-03 愛宕精工株式会社
E-20 AMATERAS
  株式会社エイチ・エー・ティー
  株式会社大崎金属
  株式会社上島熱処理工業所
  塩野プレシジョン株式会社
  多摩冶金株式会社
  電化皮膜工業株式会社
  株式会社ナガセ
  三益工業株式会社
  株式会社吉増製作所
G-20 株式会社amuse oneself
  クリスタルテック株式会社
  一般社団法人日本マルチコプター安全推進協会
A-11 アルテックス株式会社/SynQor（シンコア）
A-01 株式会社アルファーアビエィション
C-24 株式会社石川組
D-16 公益財団法人石川県産業創出支援機構
  浅下鍍金株式会社
  加賀精機株式会社

D-02 東京航空計器株式会社
E-07 東京通信機材株式会社
E-10 東京都
  Tokyo Metropolitan Aviation Network（TMAN）
C-17 東京貿易テクノシステム株式会社
F-02 東北航空宇宙産業研究会
  RFtestLab有限会社
  秋田化学工業株式会社
  秋田精工株式会社
  アキモク鉄工株式会社
  株式会社伊藤熱処理
  株式会社大川電機製作所
  オールセーフ株式会社
  有限会社岡村工機
  小野精工株式会社
  川西精密株式会社
  キョーユー株式会社
  株式会社コイワイ
  株式会社三栄機械
  株式会社スター精機
  株式会社セイシンハイテック
  大研工業株式会社
  株式会社橘　機工
  有限会社鉄栄技研
  東光鉄工株式会社
  株式会社登米精巧
  株式会社中野製作所
  日本ファインセラミックス株式会社
  引地精工株式会社
  株式会社フジ機工
  本田精機株式会社
  マルイ鍍金工業株式会社
  株式会社ミヤギタノイ
  由利工業株式会社
C-12 株式会社東陽テクニカ
A-10 株式会社トードインターナショナル

C-04 株式会社トミタ
  株式会社サワイリエンジニアリング
D-15 富山県航空機産業共同受注研究会
  株式会社石金精機
  立山マシン株式会社/株式会社タアフ
  株式会社ミズノマシナリー
  株式会社ユニゾーン
H-01 都立産業技術高等専門学校　荒川キャンパス
G-08 DRONE PRESS CO., Ltd.

な

D-10 公益財団法人長野県テクノ財団
  GEN CORPORATION
  株式会社ハタ研削
  有限会社原製作所
E-14 株式会社中家製作所
A-07 ナビコムアビエーション株式会社
D-06 NIIGATA SKY PROJECT
F-03 新妻精機株式会社
B-21 株式会社日刊工業新聞社
E-04 株式会社ニッチュー
B-19 日本エリコンバルザース株式会社
D-17 日本検査キューエイ株式会社
C-14 日本航空株式会社
B-16 一般社団法人日本航空宇宙工業会
  株式会社IHI
  川崎重工業株式会社
  富士重工業株式会社
  三菱重工業株式会社/三菱航空機株式会社
G-17 日本産業用無人航空機協会
G-03 株式会社日本デジコム/
 株式会社日立ハイテクソリューションズ
B-05 一般社団法人日本ビジネス航空協会
C-10 日本マルコ株式会社
G-18 一般社団法人日本UAS産業振興協議会
G-12 株式会社ネクシス光洋

E-13 山陽精工株式会社
D-07 株式会社ジーベックテクノロジー
G-02 ジオサーフ株式会社/株式会社ニコン・トリンブル
F-01 静岡県
  株式会社アオヤマ精工
  有限会社岩倉溶接工業所
  株式会社エステック
  株式会社オリオン工具製作所
  金子歯車工業株式会社
  神谷理研株式会社
  サカイ産業株式会社
  株式会社桜井製作所
  株式会社中遠熱処理技研
  TSK株式会社
  株式会社テクノ・モーターエンジニアリング
  株式会社ブローチ研削工業所
  株式会社マツイ
B-18 株式会社清水精機
H-02 首都大学東京大学院　航空宇宙システム工学域
G-16 株式会社自律制御システム研究所/
 ミニサーベイヤーコンソーシアムネクスト
F-04 株式会社信栄テクノ
C-02 株式会社シンキー
B-13 親和パッケージ株式会社
B-02 株式会社スカイ
E-02 SUSANOO
B-15 住友精密工業株式会社
C-19 株式会社仙北谷
G-09 株式会社ソルトン

た

C-20 大陽日酸株式会社
B-20 台湾貿易センター　東京事務所
A-03 株式会社ダブリュー・ツー
D-13 一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター
H-07 東海大学　工学部　航空宇宙学科

C-06 野田金型有限会社
B-07 株式会社野村鍍金

は

B-14 白銅株式会社
B-09 株式会社ヒューマン
  日本ビジュアルサイエンス株式会社
E-22 ひょうご航空ビジネス・プロジェクト
  株式会社オオナガ
  株式会社きしろ
  株式会社シミズテック
  株式会社ジャスティード
  株式会社城洋
  神鋼検査サービス株式会社
  新日本非破壊検査株式会社
  株式会社大日製作所
  トーカロ株式会社
  株式会社ナサダ
  パイオニア精工株式会社
  ハマックス株式会社
  株式会社姫路鍍金工業所
  株式会社兵庫精密工業所
  山城機工株式会社
  株式会社山本金属製作所
  美岡工業株式会社
  菱三工業株式会社
E-01 株式会社フィッテング久世（久世ベローズ工業所）
B-11 フェデラル　エクスプレス　コーポレーション
B-17 株式会社フォトロン
G-01 フジ・インバック株式会社/
 株式会社コバヤシ精密工業
E-15 藤精機株式会社
D-04 扶桑工機株式会社
G-10 双葉電子工業株式会社
E-16 株式会社フューチャーズクラフト
D-18 プリズマット・ジャパン株式会社

G-19 ブルーイノベーション株式会社
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展
者
一
覧（
共
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出
展
者
を
含
む
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　五
十
音
順
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会場内に設置された特別企画「無人航空機ゾーン」には、20社・36小間が出展し、無人航空機及び
無人航空機に関連する製品やサービス、ならびに部品、システム、ソフトウェア等、各社の持つ最新
技術の展示が行われました。また、ゾーン内にはデモフライトエリアを設け、出展企業による
無人航空機（ドローン）の実演が行われました。
■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ネクスト、株式会社自律制御システム研究所
■デモフライト ： サイトテック株式会社

同時期開催展
東京エアロスペースシンポジウム2015は、危機管理産業展（RISCON 
TOKYO）2015、テロ対策特殊装備展（SEECAT）’15と同時期開催を
実施しました。これらの展示会は関連する分野も多く、来場者が相互
に会場を往来するなど、相乗効果が得られました。

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2015
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。

テロ対策特殊装備展（SEECAT）’15
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。

西1・2ホール

西4ホール 屋外展示場

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

入場
無料

ビジネスマッチング

出展者を対象に、航空宇宙関連業界の大手企業がバイヤーとして参加する商談会
を実施しました。多数の申込をいただき、当日は活発な商談が実施されました。

商談件数：24件　商談参加企業：20社

参加バイヤー企業：ＫＹＢ株式会社、株式会社島津製作所、住友精密工業株式会社、
 東京計器株式会社

～フランス企業・クラスターからの声～
表面加工A社 ...............科学薬品専門商社との連携に向けた話合いを開始しました。
エンジン製造B社 .........航空関連商社との代理店交渉を開始しました。
機械設計製造C社 ........ヘリコプター製造大手の宇都宮工場をイベント翌週に訪問しました。

特別商談会

出展者と一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）先端航空機部品・素材技術調
査委員会 海外市場参入検討分科会による交流会を開催しました。約50名の方々
が参加し、積極的な交流が行われました。

• 先端航空機部品・素材技術調査委員会 海外市場参入検討分科会（五十音順）
株式会社IHI/ICF International/経済産業省 製造産業局/住友精密工業株式会社/
全日空商事株式会社/東京計器株式会社/東京航空計器株式会社/
一般社団法人日本航空宇宙工業会/一般財団法人日本航空機開発協会/
横河電機株式会社/ルネサス エレクトロニクス株式会社

• 東京エアロスペースシンポジウム2015出展企業35社

交　流　会 一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）技術関連委員会との交流会
10月15日（木）　17：30～19：00　事前申込制

国内大手企業との特別商談会
10月16日（金）　10：00～16：45　事前申込制

フランス大使館との共催により、航空産業に携わるフランス企業・クラスターとのビジネス
マッチングを実施しました。第一部ではフランス企業・クラスターによるプレゼンテーション、
第二部では参加企業による商談会が行われました。

海外企業とのビジネスマッチング フランス企業とのビジネスマッチング　共催：フランス大使館
10月15日（木）　第一部10:00～12:00　第二部13:00～17:00

商談件数：約60件　フランス企業・クラスター：14企業・団体

後援機関の特別出展
省庁や航空宇宙業界関連機関による最新技術・製品の展示及び研究
成果発表が行われました。

A-04　防衛装備庁 B-16　一般社団法人日本航空宇宙工業会

B-12　国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

実機・モックアップ展示
実機・モックアップ展示には多くの来場者が訪れました。

A-01　株式会社アルファーアビエィション A-02　株式会社IHI/株式会社IHI検査計測

A-03　株式会社ダブリュー・ツー H-02 首都大学東京大学院
 航空宇宙システム工学域

合同開会式・開催記念レセプション

特別企画 『無人航空機ゾーン』

同時期開催展である危機管理産業展（RISCON 
TOKYO）2015と、テロ対策特殊装備展（SEECAT）
’15との合同開会式を実施しました。

合同開会式 日　時 10月14日（水）
9:30～10:00

場　所
東京ビッグサイト
西展示棟
アトリウム

出展者や後援・協力機関をはじめ、航空宇宙業界の企業や団体の方々に
お集まりいただき、開催記念レセプションを実施しました。

開催記念レセプション

• 東京都　産業労働局長
 山本　隆

 • 株式会社東京ビッグサイト　代表取締役社長 
竹花　豊

主
催

• 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　様
• 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　理事　中橋　和博　様
• 一般社団法人日本航空宇宙工業会　専務理事　今清水　浩介　様
• エアバス　シニア・バイス・プレジデント　セールス&マーケティング日本担当　Jean-Pierre Stainnack　様
• ボーイング ジャパン株式会社　社長　George Maffeo 様
• 株式会社本田技術研究所　執行役員　航空機エンジンR&Dセンター担当　輪嶋　善彦　様
• ボンバルディア　コマーシャル　エアクラフト　アジア太平洋地区　営業　副社長　Andy Solem　様
• 三菱航空機株式会社　営業部長　福原　裕悟　様

登
壇
者

日　時 10月14日（水）
17:30～19:00

場　所
東京ビッグサイト
会議棟1階
レセプションホール
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国内の航空機産業ビジネスの展望

10月16日（金）  12：45～14：153-2

航空機産業とMRO

経済産業省

飯田　健太 氏

製造産業局
航空機武器宇宙産業課長

装備品メーカーにおける
MROの展望

住友精密工業株式会社

高橋　教雄 氏
技師長

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

航空機メーカーにおける
MROの展望

三菱重工業株式会社

伊藤　一彦 氏

交通・輸送ドメイン
事業戦略室　主幹

エアラインと
航空機産業

株式会社ANA総合研究所

山田　圭一 氏

航空・産業政策グループ　主席研究員

日本の航空宇宙産業/JA2016
（2016年国際航空宇宙展）の紹介

10月16日（金）  10：30～11：503-1

日本の航空機産業に
ついて

技術部　部長
一般社団法人日本航空宇宙工業会

伊藤　一宏 氏

JA2016（2016年国際航空宇宙展）
について

山北　和之 氏
常務理事
一般社団法人日本航空宇宙工業会

日本の宇宙産業について

宇治　勝 氏
技術部　部長
一般社団法人日本航空宇宙工業会

複合材料研究の新しい流れ
～自動車を例にして～

10月16日（金）  15：00～16：303-3

【イントロダクション】
東京大学大学院

青木　隆平 氏

工学系研究科
航空宇宙工学専攻
教授
（一般社団法人日本航空宇宙学会長）

＜全体討議＞

講師全員

航空分野への複合材適用の
現状と最新研究の事例紹介

名古屋大学 ナショナル
コンポジットセンター (NCC)

石川　隆司 氏
特任教授、NCC担当総長補佐

自動車分野における複合材料を
用いた軽量車体構造の研究 
株式会社本田技術研究所

漆山　雄太 氏

四輪R&Dセンター
ARD第3ブロック
主任研究員

10月14日（水）  14：45～16：501-3
最新民間航空機等の開発について

同時通訳

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

株式会社本田技術研究所

輪嶋　善彦 氏

執行役員
航空機エンジン
R&Dセンター担当

HF120ターボファン
エンジンの開発

ボーイング ジャパン株式会社

George Maffeo 氏

社長

Boeing Development
Programs

Andy SOLEM 氏

ボンバルディア コマーシャル エアクラフト
アジア太平洋地区
営業　副社長

ボンバルディアCシリーズの
開発と型式証明への
ロードマップ

福原　裕悟 氏

三菱航空機株式会社
営業部長

MRJの開発

Jean-Pierre Stainnack 氏

シニア・バイス・プレジデント
セールス&マーケティング日本担当

エアバス

次世代の最新鋭旅客機
A350 XWB
～効率性を求めて～

10月14日（水）  10：20～11：501-1
無人航空機の民間利用における現状と将来

東京大学 航空イノベーション総括寄付講座/
一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

主催

東京大学大学院
工学系研究科
航空宇宙工学専攻

鈴木　真二 氏
教授

小型無人機の安全規制と
産業化の展望

株式会社エンルート

伊豆　智幸 氏
代表取締役

ドローンエコシステム
ソリューション&テクノロジー

ヤマハ発動機株式会社

石岡　修 氏

V&S事業本部
UMS事業推進部長

ヤマハ無人ヘリの
活用事例

MROにおける国際認証について
＜パネルディスカッション＞

10月15日（木）  12：45～14：152-2
同時通訳

＜パネルディスカッション＞

講師全員

PMAの魅力 :
FAAの認定パーツから
相互認証協定

Ryan Aggergaard 氏

Washington Aviation Group

弁護士

MRO marketに於ける
PMA ビジネス・トレンドと
JCAB-PMA

加藤　昭 氏

JK Tech Consulting Inc.
（東京都航空機産業支援事業
コンサルタント）

パートナーシップ戦略 :
米国の航空法規の優位性を
活かした米国企業との協業

Jason Dickstein 氏

MARPA
社長

10月14日（水）  12：30～14：001-2
航空輸送に関する最新動向

東京大学　航空イノベーション総括寄付講座主催

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

慶應義塾大学　商学部

加藤　一誠 氏
教授

我が国の空港経営改革と
空港のビジネスモデル

一般社団法人日本ビジネス航空協会

佐藤　和信 氏
副会長

日本におけるビジネスジェット
の現状と展望

東京大学

渋武　容 氏

総括プロジェクト機構
航空イノベーション総括寄付講座
特任准教授

次世代ジェット燃料の可能性

一般社団法人次世代地域航空
ネットワーク検討協議会

佐髙　圭太 氏
専務理事

リージョナルジェット旅客機による
新ビジネスモデルを活用した
地域航空ネットワークの拡充

JAXA航空シンポジウム2015
～航空安全技術の新たな創造～

10月15日（木）  14：45～16：452-3

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構主催

司　会

寺門　和夫 氏
科学ジャーナリスト

JAXA航空技術部門の
最新成果

中橋　和博 氏
理事／航空技術部門長
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

気象を予測し安全かつ
効率的な離着陸を
実現する技術

又吉　直樹 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット
気象情報技術セクションリーダ

次世代運航システム
（DREAMS）プロジェクトが
目指したもの

越岡　康弘 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット長

次世代航空イノベーション
ハブの紹介と安全技術に
ついての取組み

伊藤　文和 氏

航空技術部門
次世代航空イノベーションハブ長

災害時における航空機の
情報共有を実現する技術

小林　啓二 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット
防災・小型機運航技術セクションリーダ

向井田　明 氏

一般財団法人リモート・センシング
技術センター　
ソリューション事業部長

リモートセンシングから
生まれるソリューションサービス

衛星リモートセンシングの社会実装に向けて

10月15日（木）  10：30～12：002-1

内藤　一郎 氏

宇宙航空研究開発機構
衛星利用運用センター長

地球観測の将来計画
について

葛岡　成樹  氏

株式会社サテライト・ビジネス・
ネットワーク
代表取締役社長

海外における地球観測衛星
の商用利用

村崎　充弘 氏

応用地質株式会社
社会システム事業部　副事業部長

インフラモニタリングから
リモートセンシングに
期待すること

神武　直彦 氏

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科
准教授

ジオロケーションと
リモートセンシングによる
システムデザイン

出展者プレゼンテーション
展示会場内のプレゼンテーションコーナーで出展者がプレゼンテーションを行いました。

10.15
木

15:00～16:00 トーカロ株式会社
溶射技術とその適用事例

13:00～14:00 三菱重工航空エンジン株式会社
民間航空機用エンジン事業と技術動向

11:00～12:00 日本エリコンバルザース株式会社
難削材加工におけるPVD高機能膜の紹介

10.14
水

15:00～16:00 株式会社amuse oneself 
災害におけるドローン活用、テクノロジー最前線 

13:00～14:00 株式会社牧野フライス製作所
航空機部品向け製品及び加工戦術のご紹介

11:00～12:00 サイトテック株式会社
ドローン組立からフライトまでの実演

10.16
金

13:00～14:00 航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会
“愛知・岐阜・三重【航空宇宙産業の中心地】からの発信　そして、世界の空へ”

11:00～12:00 航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会
“愛知・岐阜・三重【航空宇宙産業の中心地】からの発信　そして、世界の空へ”

15:00～16:00 一般社団法人日本マルチコプター安全推進協会
ドローンの安全利用に求められる法整備、教育制度

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

展示会場内に設置したシンポジウムステージにて、
航空宇宙に関する多彩なテーマの9セッションを
実施しました。

36名の講師を国内外から招へいし、約2,500名の
方々にご聴講いただきました。業界の最新情報を
得ることができた等、高い評価をいただきました。

併催カンファレンス

出展者開催フォーラム
出展者であるNIIGATA SKY PROJECTがフォーラムを行いました。

■ 開催日時 ： 10月16日（金）　16：00～17：00
■ 場　　所 ： 東京ビッグサイト　会議棟1階  102会議室
■ 講　　演 ： 新たな航空機部品産業集積地としての新潟への期待
 SKYエアロスペース研究所　所長  坂田　公夫 氏

 「NIIGATA SKY PROJECT」の取組みについて
 新潟市長  篠田　昭

NIIGATA SKY PROJECT

■ 各社の開発状況について知ることができ参考になりました。
■ シンポジウムの内容が航空宇宙に限らず多岐にわたっており大変興味深かったです。
■ テーマがおもしろく、初心者でも分かりやすかった。

～聴講者アンケートより～
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国内の航空機産業ビジネスの展望

10月16日（金）  12：45～14：153-2

航空機産業とMRO

経済産業省

飯田　健太 氏

製造産業局
航空機武器宇宙産業課長

装備品メーカーにおける
MROの展望

住友精密工業株式会社

高橋　教雄 氏
技師長

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

航空機メーカーにおける
MROの展望

三菱重工業株式会社

伊藤　一彦 氏

交通・輸送ドメイン
事業戦略室　主幹

エアラインと
航空機産業

株式会社ANA総合研究所

山田　圭一 氏

航空・産業政策グループ　主席研究員

日本の航空宇宙産業/JA2016
（2016年国際航空宇宙展）の紹介

10月16日（金）  10：30～11：503-1

日本の航空機産業に
ついて

技術部　部長
一般社団法人日本航空宇宙工業会

伊藤　一宏 氏

JA2016（2016年国際航空宇宙展）
について

山北　和之 氏
常務理事
一般社団法人日本航空宇宙工業会

日本の宇宙産業について

宇治　勝 氏
技術部　部長
一般社団法人日本航空宇宙工業会

複合材料研究の新しい流れ
～自動車を例にして～

10月16日（金）  15：00～16：303-3

【イントロダクション】
東京大学大学院

青木　隆平 氏

工学系研究科
航空宇宙工学専攻
教授
（一般社団法人日本航空宇宙学会長）

＜全体討議＞

講師全員

航空分野への複合材適用の
現状と最新研究の事例紹介

名古屋大学 ナショナル
コンポジットセンター (NCC)

石川　隆司 氏
特任教授、NCC担当総長補佐

自動車分野における複合材料を
用いた軽量車体構造の研究 
株式会社本田技術研究所

漆山　雄太 氏

四輪R&Dセンター
ARD第3ブロック
主任研究員

10月14日（水）  14：45～16：501-3
最新民間航空機等の開発について

同時通訳

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

株式会社本田技術研究所

輪嶋　善彦 氏

執行役員
航空機エンジン
R&Dセンター担当

HF120ターボファン
エンジンの開発

ボーイング ジャパン株式会社

George Maffeo 氏

社長

Boeing Development
Programs

Andy SOLEM 氏

ボンバルディア コマーシャル エアクラフト
アジア太平洋地区
営業　副社長

ボンバルディアCシリーズの
開発と型式証明への
ロードマップ

福原　裕悟 氏

三菱航空機株式会社
営業部長

MRJの開発

Jean-Pierre Stainnack 氏

シニア・バイス・プレジデント
セールス&マーケティング日本担当

エアバス

次世代の最新鋭旅客機
A350 XWB
～効率性を求めて～

10月14日（水）  10：20～11：501-1
無人航空機の民間利用における現状と将来

東京大学 航空イノベーション総括寄付講座/
一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

主催

東京大学大学院
工学系研究科
航空宇宙工学専攻

鈴木　真二 氏
教授

小型無人機の安全規制と
産業化の展望

株式会社エンルート

伊豆　智幸 氏
代表取締役

ドローンエコシステム
ソリューション&テクノロジー

ヤマハ発動機株式会社

石岡　修 氏

V&S事業本部
UMS事業推進部長

ヤマハ無人ヘリの
活用事例

MROにおける国際認証について
＜パネルディスカッション＞

10月15日（木）  12：45～14：152-2
同時通訳

＜パネルディスカッション＞

講師全員

PMAの魅力 :
FAAの認定パーツから
相互認証協定

Ryan Aggergaard 氏

Washington Aviation Group

弁護士

MRO marketに於ける
PMA ビジネス・トレンドと
JCAB-PMA

加藤　昭 氏

JK Tech Consulting Inc.
（東京都航空機産業支援事業
コンサルタント）

パートナーシップ戦略 :
米国の航空法規の優位性を
活かした米国企業との協業

Jason Dickstein 氏

MARPA
社長

10月14日（水）  12：30～14：001-2
航空輸送に関する最新動向

東京大学　航空イノベーション総括寄付講座主催

【イントロダクション】
鈴木　真二 氏教授

東京大学大学院
工学系研究科　航空宇宙工学専攻

慶應義塾大学　商学部

加藤　一誠 氏
教授

我が国の空港経営改革と
空港のビジネスモデル

一般社団法人日本ビジネス航空協会

佐藤　和信 氏
副会長

日本におけるビジネスジェット
の現状と展望

東京大学

渋武　容 氏

総括プロジェクト機構
航空イノベーション総括寄付講座
特任准教授

次世代ジェット燃料の可能性

一般社団法人次世代地域航空
ネットワーク検討協議会

佐髙　圭太 氏
専務理事

リージョナルジェット旅客機による
新ビジネスモデルを活用した
地域航空ネットワークの拡充

JAXA航空シンポジウム2015
～航空安全技術の新たな創造～

10月15日（木）  14：45～16：452-3

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構主催

司　会

寺門　和夫 氏
科学ジャーナリスト

JAXA航空技術部門の
最新成果

中橋　和博 氏
理事／航空技術部門長
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

気象を予測し安全かつ
効率的な離着陸を
実現する技術

又吉　直樹 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット
気象情報技術セクションリーダ

次世代運航システム
（DREAMS）プロジェクトが
目指したもの

越岡　康弘 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット長

次世代航空イノベーション
ハブの紹介と安全技術に
ついての取組み

伊藤　文和 氏

航空技術部門
次世代航空イノベーションハブ長

災害時における航空機の
情報共有を実現する技術

小林　啓二 氏

航空技術部門
航空技術実証研究開発ユニット
防災・小型機運航技術セクションリーダ

向井田　明 氏

一般財団法人リモート・センシング
技術センター　
ソリューション事業部長

リモートセンシングから
生まれるソリューションサービス

衛星リモートセンシングの社会実装に向けて

10月15日（木）  10：30～12：002-1

内藤　一郎 氏

宇宙航空研究開発機構
衛星利用運用センター長

地球観測の将来計画
について

葛岡　成樹  氏

株式会社サテライト・ビジネス・
ネットワーク
代表取締役社長

海外における地球観測衛星
の商用利用

村崎　充弘 氏

応用地質株式会社
社会システム事業部　副事業部長

インフラモニタリングから
リモートセンシングに
期待すること

神武　直彦 氏

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科
准教授

ジオロケーションと
リモートセンシングによる
システムデザイン

出展者プレゼンテーション
展示会場内のプレゼンテーションコーナーで出展者がプレゼンテーションを行いました。

10.15
木

15:00～16:00 トーカロ株式会社
溶射技術とその適用事例

13:00～14:00 三菱重工航空エンジン株式会社
民間航空機用エンジン事業と技術動向

11:00～12:00 日本エリコンバルザース株式会社
難削材加工におけるPVD高機能膜の紹介

10.14
水

15:00～16:00 株式会社amuse oneself 
災害におけるドローン活用、テクノロジー最前線 

13:00～14:00 株式会社牧野フライス製作所
航空機部品向け製品及び加工戦術のご紹介

11:00～12:00 サイトテック株式会社
ドローン組立からフライトまでの実演

10.16
金

13:00～14:00 航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会
“愛知・岐阜・三重【航空宇宙産業の中心地】からの発信　そして、世界の空へ”

11:00～12:00 航空宇宙産業販路開拓支援事業実行委員会
“愛知・岐阜・三重【航空宇宙産業の中心地】からの発信　そして、世界の空へ”

15:00～16:00 一般社団法人日本マルチコプター安全推進協会
ドローンの安全利用に求められる法整備、教育制度

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

展示会場内に設置したシンポジウムステージにて、
航空宇宙に関する多彩なテーマの9セッションを
実施しました。

36名の講師を国内外から招へいし、約2,500名の
方々にご聴講いただきました。業界の最新情報を
得ることができた等、高い評価をいただきました。

併催カンファレンス

出展者開催フォーラム
出展者であるNIIGATA SKY PROJECTがフォーラムを行いました。

■ 開催日時 ： 10月16日（金）　16：00～17：00
■ 場　　所 ： 東京ビッグサイト　会議棟1階  102会議室
■ 講　　演 ： 新たな航空機部品産業集積地としての新潟への期待
 SKYエアロスペース研究所　所長  坂田　公夫 氏

 「NIIGATA SKY PROJECT」の取組みについて
 新潟市長  篠田　昭

NIIGATA SKY PROJECT

■ 各社の開発状況について知ることができ参考になりました。
■ シンポジウムの内容が航空宇宙に限らず多岐にわたっており大変興味深かったです。
■ テーマがおもしろく、初心者でも分かりやすかった。

～聴講者アンケートより～
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出展者アンケート

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

出展目的の達成度は、90％以上の出展者から「達成できた」、「一部達成できた」と回答をいただき、活発な商談があったと
いう報告をいただきました。また、出展者同士の交流会やレセプションを評価する声も多数いただきました。

出展者分野・分類別構成比

出展目的の達成度についてQ2

91.0%

達成できた
一部達成できた

出展の目的は何ですか？ （複数回答可）Q1
0 20 40 80 (%)60

航空宇宙産業への参入を希望しているため 30.2

新規顧客獲得のため 68.0

市場調査のため 26.6
既存顧客への営業・PRのため 18.9

企業・団体のPRのため 33.8

同業他社が出展しているため 3.2

ネットワーク構築のため 15.3

その他 5.0

0 10 20 30 40 50 60 (%) (%)

航空

宇宙

無人航空機

その他

54.2

27.2

8.1

10.5

0 5 10 15 20 25 30 35

製造技術、関連技術 33.1
機体、機体構成品、

装備品 20.9

無人航空機 18.6
関連・周辺機器、
関連・周辺製品 11.9

運輸、運航 4.4

航空宇宙利用 3.5

その他 7.6

達成できた

22.1%

一部達成できた

68.9%

達成できなかった
6.8%

無回答
2.2%

来場者の人数についてQ3 航空宇宙関連業界の来場者数の
割合についてQ4

少ない
21.6%
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0.5%
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多い

14.0%
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少ない
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18.5%
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45.9% 69.8%

非常に多い
多い
期待通り

■ さまざまな企業の最新の情報を得られた。 【その他/関連・周辺機器】
■ エアロスペースに従事している来場者が多く、期待以上にキーパーソンに会えた。 【航空/自治体・クラスター】
■ 目的が明確な人々との情報交換の場として有効だった。 【航空/自治体・クラスター】
■ 弊社はこれから航空産業に参入したいと考えており、貴重な意見を聞くことができた。 【航空/自治体・クラスター】
■ 的を絞ったテーマ展示の為、ターゲットに近い方々の来場が多かった。 【航空/関連・周辺製品】
■ 航空宇宙産業に携わる来場者が多く、PRの機会として最高の場であった。 【航空・宇宙/自治体・クラスター】

フリーアンサー

分　野 分　類
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来場誘致活動

広告掲載・パブリシティ、招待状

プレスセンター

Web 都営大江戸線車両内
デジタルサイネージ

招待状

新　聞

広報活動

日本語版 英語版

雑誌等

「秋田魁新報」10月15日「日刊工業新聞」10月14日

「岐阜新聞」10月17日

「日刊工業新聞」

「朝雲新聞」

「EVENT MARKETING」10月13日

「PRTIMES」10月7日

「バナー広告」
「さきがけOn The Web」10月15日

「日経ものづくり」10月号「WING」

媒体名 掲載日 媒体名 掲載日
W E B

媒体名 掲載日

掲載メディア一覧

T　V
放送局／番組名 放送日

10月16日
ナマ＋トク、スーパーJにいがた
（新潟テレビ21）

新　聞
新聞名 掲載日

日刊工業新聞 10月14日
秋田魁新報 10月15日
日刊航空 10月15日
日本海事新聞 10月16日

新聞名 掲載日
岐阜新聞 10月17日
岐阜新聞 10月19日
日刊CARGO 10月19日
日本海事新聞 10月20日

雑　誌
雑誌名 掲載日

航空情報 8月21日
雑誌名 掲載日

航空情報 9月21日

@niftyビジネス 10月7日
JBpress 10月7日
財経新聞 10月7日
東洋経済 ONLINE 10月7日
DIAMOND ONLINE 10月7日
産経関西 10月7日
iza:イザ！ 10月7日
朝日新聞デジタル 10月7日
RBBTODAY 10月7日
MarkeZine 10月7日
とれまが 10月7日
SEOTOOLS 10月7日

gooビジネスEX 10月7日
Bizloopサーチ 10月7日
時事ドットコム 10月7日
livedoor NEWS 10月7日
Infoseekニュース 10月7日
exciteニュース 10月7日
BIGLOBEニュース 10月7日
EVENT MARKETING 10月13日
LOGISTICS TODAY 10月14日
さきがけOn The Web 10月15日
MATERIAL FLOW PLUS 10月15日
HUFF POST SOCIETY 10月16日

PRTIMES 10月7日
MarkeZine 10月7日
Cubeニュース 10月7日
YOMIURI ONLINE 10月7日
産経ニュース 10月7日
ジョルダンニュース！ 10月7日
現代ビジネス 10月7日
OKGuide 10月7日
ストレートプレス 10月7日
@DIME 10月7日
FreshEye 10月7日
Mapionニュース 10月7日

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

航空宇宙関連業界の企業・団体の他、株式会社東京ビッグサイトが主催する他展示会の来場登録者へダイレクトメールやメール
マガジンの発信を行いました。さらに、後援団体や業界団体、同時期開催展の関係団体へも来場誘致協力要請を実施しました。
また、株式会社東京ビッグサイトがMOUを締結している、台湾貿易センター主催の台北国際航空宇宙国防技術見本市
（TADTE）2015（台湾・台北）にてPRブース出展し、来場誘致活動を実施しました。

NHK/東京MX/新潟テレビ21/文化放送/日本経済新聞社/朝日新聞社/読売新聞社/秋田魁新報社/
岐阜新聞社/山陰中央新報社/徳島新聞社/日刊工業新聞社/産業新聞社/朝雲新聞社/航空新聞社/
日本物流新聞社/商工経済新聞社/共同通信社/時事通信社/ブルームバーグ/マイナビ/イカロス出版/
海事プレス社/せきれい社/東洋経済新報社/日経BP社/毎日新聞出版社（順不同）

航空宇宙関連の業界誌であるWING、航空情報をはじめ、日刊工業新聞や技術者向けの総合情報誌である日経ものづくり等へ
の広告掲載を実施しました。また、リスティング広告やバナー広告などのインターネット広告や、都営大江戸線車両内と新宿
駅のデジタルサイネージを利用した広告など、来場者増につながるよう効果的に実施しました。プレスリリースでは開催内容
や展示会の見どころ、出展者や製品情報を国内外のプレス機関に発信し、記事化を促しました。
招待状は、出展者の取引先への配布用や後援・協賛団体を含む各関連機関の配布用等として12万部配布しました。

主な来場メディア
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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

東京ビッグサイト　西展示棟 西4ホール

航空宇宙産業の“今”がわかる専門展示会

http://www.tokyoaerospace-sympo.com

 10:00～17:00

結 果 報 告 書

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

〒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

Tel：03-5530-1324　Fax：03-5530-1222
E-mail： aerospace-sympo@tokyo-bigsight.co.jp

東京エアロスペースシンポジウム事務局


