
７月11日(水) 12日(木)平成３０年７月11日(水)･12日(木)

開催時間：7/11（水）PM１２：００～PM ５：３０

7/12（木）AM ９：３０～PM ５：００

会場 マロニエプラザ【栃木県立宇都宮産業展示館】

フェア会場：小展示会場／セミナー会場：展示ホール・大会議室
〒３２１－０９５４ 宇都宮市元今泉６-１-３７

ごあいさつ
拝啓 初夏の候、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社業務に対し格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、現場の実務においてもＩｏＴやＩＣＴ技術が応用され取り扱うデータも２Ｄから３Ｄでの対応が求められる時代に
なりました。これらを上手に組み合わせ、作業の生産性向上をはかることこそ国が推進する「i-Construction」でありま
す。弊社では関連の製品・サービスを取り揃え展示・ご説明申し上げするとともに、各メーカー様によるセミナーを開催
致しますので、現場で役立つ最新の技術を体感いただければ幸いです。お誘い併せの上ご来場いただけますようご案内
申し上げます。 敬具

株式会社 コアミ計測機 代表取締役 﨑尾 肇

社員一同
フェア出展協賛メーカー様のご紹介（順不同）

株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン

油圧ショベルバケット計量器
LOADEX100

ショベルシステム
3D-MG GNSS ショベル X-53i



ＴＩアサヒ株式会社 アカサカテック株式会社 株式会社ＮＳｉ真岡

※会場内ではTREND-
CORE VRを体験できます。

ＴＩアサヒ株式会社

UAV・レーザ
測量システム

ＵＬ-1

アカサカテック株式会社

クラウド型転圧管理システム
(SmartRoller) NETIS商品

株式会社ＮＳｉ真岡

新製品２周波
ＧＮＳＳ測量機「Ｇ６」

トータルステーション
-Total Station-

工事用車輌運行支援システム
(VasMap) NETIS商品

(SmartRoller) NETIS商品

ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ対応UAV
ＳＧ－２／ＳＧ－３

のシステムを紹介します。
測 機 」 ( p) 商品

株式会社ビッグバン 株式会社アイ・エス・ピー 株式会社ジェノバ

ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ対応
ネットワーク型ＲＴＫデータ

配信サービス

株式会社リプロ

タマヤ計測システム株式会社

安全対策にはかかせない
マルチガスモニター
機器を紹介します。

作業現場でお役にたてる
商品をご提案します。

パソコン関連機器やオフィスソフトウェア
をご紹介します

気象機器・水準測量用データコレクタ・
レ ザ セオドライトを展示します

株式会社ウォーターネット／ウォーターネット栃木中央

株式会社プロジェクトセンター 株式会社コアミ計測機

株式会社宇建

をご紹介します。 レーザーセオドライトを展示します。

西尾レントオール株式会社



フェア出品・資料提供メーカー様のご紹介（順不同）

株式会社アイティーエス エフティーエス株式会社 株式会社ケネック

株式会社きもと有限会社アイシステム東京計器株式会社

株式会社コノエ マックス株式会社 トラスコ中山株式会社

展示ホール無料セミナーのご案内 詳細は、別紙にてご案内申し上げます。

株式会社小笠原計器製作所 池田計器株式会社

株式会社佐藤計量器製作所 日本計量器工業株式会社 ほか

ラ 中 株 会社

7月11日（水） 測量系セミナ （ 社）栃木県測量設計業協会 共催7月11日（水） 測量系セミナー （一社）栃木県測量設計業協会 共催

測量CPDポイント・全測連設計CPDポイント対象セミナー

セミナー① 11:00~
12:00

測量・設計業における最新の3D計測のご紹介
講師：㈱ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

i-Construction3D計測セミナー 11：00～16：00 （受付 10：30～）

セミナー② 13：00~
14：00

最新測量機を使用した３次元計測事例
講師：株式会社小林ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田嶋誠司

セミナー③ 14：10~
14：50

UAV・レーザ測量システム UL-1の紹介
講師：ＴＩｱｻﾋ株式会社

セミナ ④ 15：00 ＬａｎｄＦｏｒｍｓを使った点群データ処理の紹介セミナー④ 15：00~
15：30

ＬａｎｄＦｏｒｍｓを使った点群データ処理の紹介
講師：株式会社ｱｲ･ｴｽ･ﾋﾟｰ

セミナー⑤ 15：30~
16：00

点群データの処理・活用を支援するアプリケーション
ＴＲＥＮＤ－ＰＯＩＮＴの紹介 講師：福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ株式会社

（木）

※セミナー内容詳細と申込みは、別紙の案内にてお願いいたします。

7月12日（木） 土木系セミナー

JCM（全国土木施工管理技術士会連合会認定） CPDSポイント対象セミナー

①基調 10:00~ ＩＣＴ活用工事の動向と効果検証の事例報告

ＩＣＴ施工の事例紹介とＩＣＴ関連製品体験会
10：00～16：00 （受付 9：30～）

①基調
講演

10:00~
11:00

ＩＣＴ活用工事の動向と効果検証の事例報告
講師：一般社団法人 日本建設機械施工協会

施工技術総合研究所 藤島 崇

②セミナー 11：00~
12：00

ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ最新情報と栃木県ONE STOPの
ご案内 講師：㈱ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

③セミナー 13：00~ アカサカテックの建設業様向けクラウド計測システムの③セミナ
13：45

ア サ テック 建設業様向けクラウ 計測シ テ

紹介 講師：㈱ｱｶｻｶﾃｯｸ

④体験会 13：45~
16：00

最新測量機・計測機器・ＩＣＴ建機体験会
※雨天時は予定を変更する場合があります。

※セミナー内容詳細と申込みは、別紙の案内にてお願いいたします。



コアミフェア２０１８ 無料ミニセミナーのご案内
開催場所：マロニエプラザ 大会議室

２０１８年７月１１日（水）
セミナー①－１
１３：１０～

１３：５０

ＢｌｕｅＴＲＥＮＤ ＸＡからＴＲＥＮＤ－ＯＮＥへ
土地家屋調査士業務に向けたシステムアップ機能をご紹介します

福井コンピュータ株式会社１３：５０ 福井コンピュ タ株式会社
セミナー①－２
１４：１５～

１５：００

ＵＡＶを使った写真撮影の注意点
ＵＡＶでの写真撮影注意点を説明します

株式会社ＮＳｉ真岡
セミナー①－３
１５：３０～

１６：００

土地家屋調査士業務に向けたデータバックアップ方法の提案
ネットワークＨＤＤ（ＮＡＳ）システムをご紹介します

ダイワボウ情報システム株式会社

２０１８年７月１２日（木）２０１８年７月１２日（木）
セミナー②－１
１１：００～

１１：５０

ＢｌｕｅＴＲＥＮＤ ＸＡからＴＲＥＮＤ－ＯＮＥへ
土地家屋調査士業務に向けたシステムアップ機能をご紹介します

福井コンピュータ株式会社
セミナー②－２
１３：１０～

１４：００

Ｍｅｒｃｕｒｙ－ＯＮＥの新機能紹介
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に対応した新システムをご紹介します

福井コンピュータ株式会社
セミナー②－３
１４：３０～

１５：００

マルチガス検知器の基礎知識
安全対策にはかかせないマルチガスモニターの選び方を説明します

理研計器株式会社

※セミナー会場となる大会議室は、定員が約３０名となっております。各セミナーとも満員となり次第、締め切りとさせていただく
場合がございます。早めのお申込をよろしくお願いします。

無料ミニセミナー申込書
株式会社コアミ計測機ミニセミナ 申込受付行 ＦＡＸ番号０２８ ６３４ ３９０６株式会社コアミ計測機ミニセミナー申込受付行 ＦＡＸ番号０２８－６３４－３９０６

会社名

住 所

電話番号

参加者名

７／１１（水） □セミナー①－１ □セミナー①－２ □セミナー①－３
７／１２（木） □セミナー②－１ □セミナー②－２ □セミナー②－３

※お客様個人情報の取扱いについて収集したお客様の個人情報は、弊社取り扱い商品の販促目的にのみに使用し他の
目的には使用いたしません ご記入いただいた個人情報に関するお問合せは弊社へご連絡下さい

会場案内：
マロニエプラザ 展示ホール

〒321-0954 宇都宮市元今泉６-１-３７
車ご利用の場合 宇都宮IC・鹿沼ICから約30分

※交通事情により前後します。
電車ご利用の場合 JR宇都宮駅東口から徒歩約15分、

目的には使用いたしません。ご記入いただいた個人情報に関するお問合せは弊社へご連絡下さい。

フェア・セミナーに関するお問い合わせは・・・

㈱コアミ計測機 TEL０２８－６３４－１３８５ 担当 までお願いいたします。

電車ご利用の場合 JR宇都宮駅東口から徒歩約15分、
タクシーで約5分東口バスターミナル４番乗り場より乗車

（約10分）

バスご利用の場合 東野バス：東図書館経由平出工業
団地行きマロニエプラザ前下車




