
２０１９年６月1９日(水)･２０日(木)
開催時間：6/19（水）１２：００～１７：３０

6/20（木） ９：３０～１７：００

会場 マロニエプラザ【栃木県立宇都宮産業展示館】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

ご挨拶

拝啓 初夏の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて弊社は本年、創業１３０年となります。これもひとえにご愛顧くださる皆様方の御蔭と感謝申し上げます。

今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

さて国土交通省は昨年のi-Construction「深化の年」から2019年は「貫徹の年」と位置付け、より一層の現場浸透や日常的作業の

利活用を推進しています。そしてその実践の「核」は3次元データの取得や管理、設計データの作成、利活用です。

今回のフェア&セミナーではそこにスコープし手法や実践事例を紹介申し上げます。

各社様の技術ノウハウ蓄積や生産性向上により、健全な地域社会・経済を維持にお役立て頂ければ幸いと存じます。

どうぞ多くの皆様にご来場賜りますようお願い申し上げます。 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）フェア出展協賛メ カ 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

Layout Navigator LN-100

油圧ショベルバケット計量器
LOADEX100LOADEX100

ショベルシステム3D-MG GNSS ショベル

屋外にて体験コーナーをご用意

２階大会議室で同時開催の
コアミi-Construction シアターにて、
i-Construction 導入の成功例～生の声
を 映 す

屋外にて体験コ ナ をご用意
しています！

を上映します！



土木施工業向けの国産CIMシステム

強力な 64bit アプリケーションへと
リニューアルした「TREND-ONE」

工事に必要な測量計算、CAD、出来形
・写真・品質管理、電子納品などをパッ
ケージした土木施工業向けオールイン
ワンシステム

「TREND-CORE」で作成した3次元モデルデータを

「Mercury-Evoluto」が
「i-Construction」への対応を強化し
さらに進化！

現場端末システム
TREND-FIELD

ＴＩアサヒ株式会社

※会場内でTREND-CORE VRを体験できます。

AndroidTM端末着脱式トータルステーション
X-100シリーズＴＯＦ方式地上型３D レーザスキャナ

S-3200V
長距離計測能力により広範囲を

”i-Construction”の出来形管理要領にも対応し、
急速に普及が進む点群データの活用を幅広く
サポートします

「TREND CORE」で作成した3次元モデルデ タを、
VRシステムを使用して、「まるで工事現場に立って
いるかのように」圧倒的な没入感が体験できます

トータルステーションの液晶画面が
アンドロイド端末に!!

２周波ＧＮＳＳ測量機 Ｇ６

最新鋭の衛星受信ボード搭載
簡単操作で高パフォーマンスＧＮＳＳ測量機

UAV・レーザ測量システムＵＬ-1

長距離計測能力により広範囲を
短時間で計測！（最大測定可能範囲2000m）

地図作成のための空中写真測量をUAVで容易に実現
レーザー測量と空中写真測量はIMUによりシンクロ／
ハイブリッドによる相互補完

アンドロイド端末に!!
Android端末アプリＤＣ－７を

ご紹介します！

ハイブリッドによる相互補完

SiTECH 3D（サイテック３Ｄ）

建設システムのi-Construction対応製品

SiTE-Scope(サイトスコープ) 

点群を高速処理 点群編集

３次元の土量集計 出来形集計

i-Constructionの面施工・面管理に対応！
今までにない、スマートな施工を実現！
次世代の革新的施工ツール

快測ナビ３つの魅力！
○面施工・面管理チェック、実地検査に
○業界初の”TS出来形観測オートモード”
○既定断面や任意断面でも“どこでも丁張”

※会場内でトプコンLayout Navigator

SiTECH 3D（サイテック３Ｄ）
2次元図面を3次元へ変換するソフト。
平面図・縦断図・横断図を自動解析し3次元設計
データを作成できます。

SiteBox （サイトボックス）

出来形・品質・写真

アカサカテック株式会社
SmartRoller クラウド型転圧管理システム

（NETIS登録番号: OK-170005-A）

株式会社ＮＳｉ真岡

※会場内でトプコンLayout Navigator 
LN-100と連携したデモ説明も実施します！ 電子小黒板に完全対応したスマートフォンアプリ

施工管理業務における出来形・品質・写真管理にも対応！

工事用車輌運行支援システム(VasMap)
NETIS登録番号: QS-160016-VE

ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ対応UAV
ＳＧ－２／ＳＧ－３ システムを紹介します！

アカサカテック製堅牢型Android端末「HDT280」
を使用したクラウド型の転圧管理システムです。

工事用車両の安全・効率的な運行を支援

空中写真撮影には欠かせない自動航行システムをご紹介します！
赤外線カメラが搭載できるUAV（Matrice200シリーズ）

をご紹介します！

屋外にて体験コーナー
をご用意しています！



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

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

フェア出品 資料提供メ カ 様のご紹介（順不同）

株式会社ウォーターネット／ウォーターネット栃木中央

株式会社コアミ計測機

株式会社宇建

をご紹介します。

西尾レントオール株式会社 日立建機日本株式会社

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

株式会社小笠原計器製作所 株式会社佐藤計量器製作所 ほか

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タマヤ計測システム株式会社

株式会社小笠原計器製作所 株式会社佐藤計量器製作所 ほか

コアミi-Constructionシアター
（２階大会議室にて同時開催!!）

開催日時：２０１９年６月１９日（水） １３：００～１６：００ 開催場所：マロニエプラザ ２Ｆ大会議室

観覧無料!!

開催日時：２０１９年６月１９日（水） １３：００ １６：００ 開催場所：マロニエプラザ ２Ｆ大会議室
２０１９年６月２０日（木） １０：００～１２：００

昨年、東京ビッグサイトにて開催されましたメンテナンス・レジリエンスTOKYO 2018
『第2回 i-Construction推進展』にて、トプコンブースで大好評だった
トプコンi-Construction シアター をさらに進化させて上映いたします。

上映予定メーカー：
㈱ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ／福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ㈱／㈱建設ｼｽﾃﾑ ほか
※上映時間は別途ご案内いたします。

ご来場者様には、コアミ記念粗品をプレゼント！
また、ご来場者様への限定キャンペーンや特典も多数ご用意しています！
是非ともご来場の程、よろしくお願いします！



〈株式会社コアミ計測機 創業１３０周年記念〉
１３０年のご愛顧に感謝申し上げ、基調講演・特別講演を企画しました。どうぞご参加ください。

６月1９日（水） 測量系セミナー 共催：（一社）栃木県測量設計業協会

後援：栃木県i-Construction推進県部会
測量CPDポイント・全測連設計CPDポイント対象セミナー

i C t ti 3D計測セミナ

セミナー① 11:00~
12:00

i-Constructionにおける３Ｄ計測機器の活用
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

セミナー② 13：10~
14：00

UAV・レーザ測量システム UL-1の運用と
長距離レーザースキャナーS-3200Vのご紹介

講師 ＴＩｱｻﾋ株式会社

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

講師：ＴＩｱｻﾋ株式会社

セミナー③ 14：00~
14：50

「TREND-ONE」と「TREND-POINT」の点群データの連動
と新オプション「UAV/TLS計画成果」のご紹介

講師：福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ株式会社

基調講演 15：00~
16：10

「深化」から「貫徹」に向けて
～i-Constructionでの測量設計業務の役割～

講師 般 建 械施 協
6 0

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 研究第三部 次長 藤島 崇 様

※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。 （セミナー内容が変更になる場合があります。）

６月２０日（木） 土木系セミナー 後援：栃木県i-Construction推進県部会

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

ＩＣＴ施工の事例紹介とＩＣＴ関連製品体験会

基調講演 10:00~
11:00

現場支援型モデル事業の事例報告とＩＣＴ施工の「カイゼン」・
対象工種拡大の解説/「ＩＣＴ建機の普段使い」

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 研究第三部 次長 藤島 崇 様

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～）

特別講演 11：00~
12：00

ＩＣＴ建機を使用した施工への取り組み
講師：有限会社松崎重機 代表取締役 松﨑 哲也 様

体験会 13：00~
16：00

３次元設計データ・ICT建機３次元計測機器体験会
○３次元設計データ作成方法の解説

講師：㈱建設システム/福井コンピュータ㈱

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

講師 ㈱建設システム/福井 ンピ タ㈱
○ICT建機・最新の3次元計測機器体験会

※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。（セミナー内容が変更になる場合があります。）

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


