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ごあいさつ
　インフラメンテナンス国民会議と日本経済新聞社は、インフラ維持管理に関する展示会・カンファレンス「社会イン

フラテック2018」を、2018年12月6日（木）から8日（土）までの3日間、東京ビッグサイト（東京・江東）で開催しました。

　初めての開催にもかかわらず、ゼネコン・建設コンサルタント・保守点検、ICT、電機などインフラメンテナンス関連

企業をはじめ、国・地方公共団体、政府機関、大使館、大学などの機関を含む107社・団体にご出展いただき、盛況のうち

に終了することができました。これもひとえにご出展者をはじめ、関係各位のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。

　本展は橋梁、道路、上下水道など社会資本の老朽化対策・長寿命化をテーマとして、インフラを維持管理する自治体や

企業と効率的なメンテナンス技術やノウハウを提案する企業のマッチングを目的に立ち上げました。会期中、各ブースや

のべ約2,500人が受講したカンファレンス・セミナーで、商談や情報交換が活発に行われました。20回目を迎えた環境

総合展「エコプロ2018」や移動の未来をテーマにしたイベント「TRAN/SUM」との同時開催で、動員面の相乗効果と通

常業務では接点を持つことが少ない層とのマッチングの機会を提供しました。

　主催者では、関係団体や企業の協力による多彩な企画を展開。「インフラメンテナンス写真展」「ドボク模型体験」など、

一般・学生・生徒にインフラ維持管理の業務をわかりやすく伝え、インフラメンテナンスの普及啓発にも貢献しました。

また、インフラメンテナンス国民会議の総会を実施し、同会員企業・団体の交流も図ることができました。

　本報告書では、開催結果報告と各種アンケートをまとめさせていただきました。今後のご参考としていただければ幸

いです。このたびのご出展、ご協力に重ねて御礼申し上げますとともに、引き続き本展へのご支援をよろしくお願い申

し上げます。

2019年2月

インフラメンテナンス国民会議

日本経済新聞社

名　　称：社会インフラテック2018［第1回］
会　　期：2018年12月6日（木）～8日（土） 午前10時～午後5時
会　　場：東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東ホール　［東京都江東区有明3-10-1］
主　　催：インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社
後　　援：国土交通省、内閣府、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、公益社団法人 土木学会
展示規模：107社 200小間（主催者企画含む）

開催概要

来場者数（同時開催展「エコプロ 2018」との合計）

日　付 天　気 来場者数

12月6日（木） 雨のち曇り 54,071人

12月7日（金） 曇りのち晴れ 61,014人

12月8日（土） 晴れ 47,132人

合計 162,217人

同時開催カンファレンス・セミナー受講者数

カンファレンス【12月6日（木）、7日（金）、8日（土）】　　　　　　　       2,478人

出展者プレゼンテーションセミナー【12月6日（木）、7日（金）】　　        694人

ニーズ・シーズマッチングステージ【12月6日（木）、7日（金）、8日（土）】 578人
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会場図
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出展者一覧（50 音順）

自治体・団体・アカデミックゾーン

小間番号 出展者名 S-10 山形県 県土整備部道路保全課
S-01 国際協力機構 S-11 富山市
S-02 国土交通省 国土技術政策総合研究所 S-12 郡山市 建設交通部道路建設課
S-03 東洋大学 情報連携学部 S-13 内閣府 SIPインフラ維持管理・更新・マネジメント技術／
S-04 メキシコ大使館商務部 東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター
S-05 シビルNPO連携プラットホーム（CNCP） S-14 東京農業大学 地域環境科学部造園科学学科
S-06 日本大学 工学部土木工学科 S-15 府中市
S-07 関西大学 環境都市工学部都市システム工学科 S-16 新エネルギー新聞
S-08 鳥取県 県土整備部技術企画課 S-17 三条市
S-09 各務原市 都市建設部道路課保全係 S-18 土木学会

小間番号 出展者名

1-904 アイセイ

1-046 旭イノベックス

1-078 朝日航洋

1-007 アジア航測

1-038 アップコン

1-016 アライドテレシス

1-049 ALSOK

1-019 岩崎

1-014 インキュビット

1-050 インフラメンテナンス国民会議

1-018 エイチ・シー・ネットワークス

1-047 エイト日本技術開発

1-033 NJS

1-055 NTTインフラネット

1-009 NTTフィールドテクノ

1-026 大林組／大林道路

1-045 岡山県産業振興財団（リプロ）

1-024 オサシ・テクノス

1-008 オムロンソーシアルソリューションズ

1-085 オリンパス

1-065 花王

1-056 CACH

1-028 カンツール

1-074 KEYTEC

1-006 熊谷組／ガイアート

1-048 クラボウ

1-039 計測検査

1-084 ケー・エフ・シー

1-072 ケミカル工事

1-080 建設技術研究所

1-058 構造計画研究所

1-051 国際航業

1-083 ゴトウコンクリート

1-004 コニカミノルタ BIC-Japan

1-015 コネクシオ 

1-079 サン・フレア

1-076 三信建材工業

1-077 システム計画研究所/ISP

1-011 JIPテクノサイエンス

1-060 昭和シェル石油

1-070 昭和電工

1-030 ショーボンドホールディングス

1-032 自律制御システム研究所

1-057 セフテック

1-021 ソーキ

1-041 大日本コンサルタント

1-069 太平洋セメント

1-059 中部プラントサービス

1-013 TTES

1-063 デンカリノテック

1-020 デンソー

1-003 東芝インフラシステムズ

1-002 東芝デジタルソリューションズ

1-052 東設土木コンサルタント

1-037 東邦レオ

1-054 特殊高所技術協会

1-071 都市拡業

1-068 戸田建設

1-031 飛島建設

1-036 土木管理総合試験所

1-012 長野計器

1-066 西日本高速道路エンジニアリング四国

1-067 ニチレキ

1-042 日本コンピュータシステム

1-035 日本工営

1-023 日本パーツセンター

1-001 日本ビソー

1-086 日本UAS産業振興協議会（JUIDA）

1-075 パンドウイットコーポレーション日本支社

1-010 日立ケーイーシステムズ

1-081 ヒロコーポレーション

1-043 ヒロセ補強土

1-053 福山コンサルタント

1-027 富士フイルム

1-034 藤森工業／フジモリ産業

1-017 フリービット

1-044 古河産業

1-022 三井E&Sマシナリー

1-029 三井住友建設

1-040 モニタリングシステム技術研究組合

1-005 矢崎エナジーシステム

1-062 ヤマダインフラテクノス

1-082 リサーチアンドソリューション

1-073 リフレドライショット工法協会

1-061 菱晃

1-064 ロブテックスファスニングシステム
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出展者アンケート集計結果

●出展の目的（複数回答可）

●出展の感想

●出展の理由（複数回答可）

●会期中の来場者数

●貴社のターゲット層の来場 ●次回の出展意向

0 20 40 60 8010 30 50 70 90（%）

0 10 20 30 40 50 60 70 80（%）

 ターゲット層の来場が期待できるから 71.4%

 来場者の数が多く見込めるから 28.6%

 展示会の規模が大きいから 10.5%

 同時開催展（エコプロなど）があるから 10.5%

 インフラメンテナンス国民会議が主催だから 49.5%

 日本経済新聞社主催だから 10.5%

 開催時期がよいから 1.9%

 同業他社が多数出展しているから 4.8%

 その他 4.8%

 無回答 1.0%

 自社製品・技術のPR 81.0%

 新規顧客の開拓 62.9%

 企業知名度の向上 47.6%

 新製品発表の場 19.0%

 商談の場 14.3%

 見込み客へのアピール 26.7%

 その他 10.5%

たいへん良かった
23.8%

良かった 41.0%

普通 21.0%

あまり
効果がなかった

12.4%

まったく効果がなかった
1.9%

たいへん満足 10.5%

満足 42.9%
普通 26.7%

やや不満 14.3%

不満 5.7%

出展したい
26.7%

前向きに検討する
19.0%検討する 38.1%

出展しない
10.5%

無回答 5.7%
たいへん多かった 2.9%

多かった
29.5%

普通 35.2%

あまり
多くなかった

22.9%

多くなかった 9.5%

■回答数：105件　■実施日：12月8日（土）
※回答率は小数点第2位を四捨五入し、第1位までを表記します。そのため回答の合計が100.0%とならない場合があります。
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来場者アンケート集計結果

■回答数：300件　■実施日：12月6日（木）、7日（金）、8日（土）
※このアンケートは、本展会場出口にて様々な来場者層にお声がけし、各日100人程度にお答えいただいたものです。
※回答率は小数点第2位を四捨五入し、第1位までを表記します。そのため回答の合計が100.0%とならない場合があります。

●来場者属性

業種 役職

所属部署 従業員数

決定権・影響力 勤務先

経営者（会長・社長・役員）
4.7%

管理職（部・課長）
17.3%

一般社員 36.7%
専門職・技術職

8.3%

個人経営
2.7%

学生・その他
21.0%

無回答 9.3%

中央省庁 0.4%
地方自治体 8.0%

公共団体 2.3%
ゼネコン 1.0%
コンサルタント 1.7%
電力・ガス・空調など各種設備 1.0%
道路維持・修繕・改良工事 0.7%
道路排水工事 2.3%
上水道・下水道工事 1.0%
不動産・デベロッパー 1.7%
住宅メーカー・建築 5.3%

産業機械・
部品製造
8.0%
電子部品製造
2.7%

運輸・流通機器・部品
7.7%

情報通信・IT 6.3%研究機関・大学 3.3%

金融・証券・保険
5.3%

協会・団体
4.3%

学生
8.0%

無回答
29.0%

役員・社長室・経営企画室
5.4%

総務・人事・経理財務
9.0%

広報宣伝・マーケティング
9.0%

営業・販売
14.3%

物流 4.7%
施設管理 6.0%

購買・資材 2.0%情報・
システム開発

8.3%

その他
17.3%

無回答
24.0%

1～9人 11.3%

10～49人
10.3%

50～99人
10.7%

100～299人
8.7%

300～499人 4.3%

500～999人 6.0%
1000～1999人 7.3%

2000人以上
19.7%

無回答 21.7%

東京23区内 43.7%

首都圏（東京区部を除く）
25.3%

その他の
関東地区

12.0%

東北 1.0%
中部 2.7%
近畿 2.0%

中国・四国 1.0%
九州・沖縄  0.3%

無回答 12.0%

絶対的な決定権を
持っている
3.3%

決定権の一部を
持っている
15.3%

決定権はないが
影響力は強い
13.0%

決定権はないが
影響力は少しある 
19.7%

決定権も
影響力も

ほとんどない
34.7%

無回答
 14.0%



6
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0 5 10 15 20 25 30（%）
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●来場の目的（複数回答可） ●来場の理由（複数回答可）

 出展者・展示内容が充実しているから 39.0%

 出展者数が多いから 26.0%

 同時開催展が充実しているから 13.3%

 特別企画やセミナーが充実しているから 7.3%

 他社主催の展示会と比べ参考になるから 5.0%

 インフラメンテナンス国民会議が主催だから 3.7%

 日本経済新聞社主催だから 7.3%

 案内をもらったから 21.7%

 上司や知人に勧められたから 10.7%

 その他 6.3%

 無回答 2.3%

 日本経済新聞 28.0%
 日経産業新聞 1.7%
 日経コンストラクション 0.7%
 インフラメンテナンス国民会議からの案内 1.7%
 業界紙･誌 2.0%
 上司・知人からの紹介 11.7%
 展示会ホームページ 10.3%
 出展者のホームページ 3.3%
 東京ビッグサイトホームページ 4.3%
 業界団体からの案内 7.3%
 出展者からの案内 11.3%
 テレビCM 1.7%
 主催者からのEメールニュース 6.0%
 主催者からのダイレクトメール（郵送） 11.3%
 Yahoo!／Googleなど検索エンジン 2.0%
 その他 8.7%
 無回答 4.3%

 保守・関心・点検 17.7%

 メンテナンス／補修・補強 15.3%

 防災・減災対策 23.0%

 センシングデバイス 6.0%

 ドローン／ロボット／VR・AR 19.7%

 IoT、ビッグデータ、AI活用技術・システム 10.0%

 無線通信技術／セキュリティ 4.7%

 次世代エネルギーインフラ 13.0%

 環境保全対策 40.3%

 その他 7.0%

 無回答 3.0%

●本展の認知経路（複数回答可）

●特に関心を持ってみた分野（複数回答可）

●本展をご覧になって、参考になりましたか。

●滞在時間

大変参考になった
23.7%

参考になった
60.0%

普通だった 13.7%

あまり参考にならなかった
1.0%

参考にならなかった 0.3%

無回答 1.3%

終日 12.3%

半日 45.3%

2時間程度
30.7%

1時間程度 6.7%

30分くらい 3.3%

無回答 1.7%

 11.7%

 57.0%

 8.0%

 9.7%

 16.3%

 4.3%

製品・技術の導入を
検討するため

最新情報の収集、
業界動向の把握

社会インフラに関わる
部署に所属しているので

商談や企業ブースの訪問

その他

無回答
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カンファレンス

I-01
10:30～12:00

【社会インフラテック2018開会式】
【インフラメンテナンス国民会議総会】

【特別講演】「インフラの臨床成人病学入門」
三木千壽 東京都市大学 学長

I-02
13:00～13:40

【技術・取り組み-インフラメンテナンス大賞から】
「インフラメンテナンスのグッドプラクティス」
岡積 敏雄 国土交通省 大臣官房技術参事官
駒井 裕民 青森県総務部行政経営管理課 ファシリティマネジメント推進グループ マネージャー
稲垣 裕亮 NJS 開発本部ドローン開発部 部長　   
浅野 和香奈 日本大学工学部 土木工学科研究員 

I-03
14:00～14:40

【インテリジェントインフラ】

「IoTで変わるインフラ維持管理」
坂村 健 東洋大学  情報連携学部長

I-04
15:00～16:00

【地方公共団体】

「地方公共団体の先進事例とこれからのニーズ」
藤井 　優 鳥取県 県土整備部技術企画課 課長補佐
早坂 康志 山形県 県土整備部道路整備課 主査
山田 祐三 各務原市 都市建設部道路課 保全係長
（司会）岡田 有策 慶応義塾大学教授／SIPインフラ 維持管理更新マネジメント技術サブPD

I-05
16:20～17:00

【マネジメント】

「水道事業の経営、広域化、PPP/PFI活用」
石井 晴夫 東洋大学 経営学部教授

I-06
10:10～11:10

【ビジョナリー】

「ドローンによる業務自動化／無人化／IoT化」
鷲谷 聡之 自律制御システム研究所 COO

「インフラ技術の海外展開事例と新たなビジネスモデル」
松本 正人 NEXCO-West USA 取締役社長

I-07
11:30～12:30

【コンセッション】

「見えてきた、コンセッションの実力と課題」 
野中 賢 日経コンストラクション編集長

I-08
13:00～13:50

【地方公共団体】

「インフラ老朽化対策、持続可能な街づくり～自治体の先進的取り組み事例」
植野 芳彦 富山市 建設技術統括監　
松村 秀行 府中市 都市整備部管理課 課長
塩田 基樹 郡山市 建設交通部道路建設課 技査

I-09
14:30～15:10

【技 術】
「社会インフラ健康診断 老朽化の現状とメンテナンスの必要性」
中村 光 名古屋大学 工学研究科土木工学専攻 教授

I-10
15:30～16:40

【クロージング】

「インフラメンテナンスの次代に向けたブレイクスルー
～ボトルネックとそれを乗り越える方法～」
家田　仁  政策研究大学院大学 教授
渡邊 朗子 東洋大学情報連携学部 教授　
植野 芳彦 富山市 建設技術統括監
岡積 敏雄 国土交通省 大臣官房技術参事官 
（司会）安達 功 日経BP総研 社会インフラ ラボ所長

12月6日（木）

12月7日（金）

本展共催者のインフラメンテナンス国民会議の総会や特別講演をはじめ、インフラ維持管理、老朽化対策、先端技術や
政策に関する地方公共団体の取り組み、社会インフラのビジネス動向などをテーマにした14のセッションを実施。
3日間で、のべ2,478人が受講しました。
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I-11
10:30～11:00

【インフラツーリズム】

「ドボ博～いつものまちが博物館になる土木の知られざる世界」
北河 大次郎 公益社団法人 土木学会 土木図書館委員会 ドボ博館長

I-12
11:40～12:10

【ドローン・ロボット】

「小型無人航空機ドローンを使って安全・安心・便利な社会づくり」
鈴木 真二 一般社団法人 日本UAS産業振興協議会（JUIDA） 理事長

I-13
13:00～13:30

【フューチャー・テクノロジー】

「宇宙からのインフラ維持管理」
冨井 直弥 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター 技術領域主幹 主幹研究開発員

I-14
14:00～14:30

【レジリエンス】

「災害を防ぐドボク技術を知り、備える」
藤井 俊逸 藤井基礎設計事務所 代表取締役社長

12月8日（土）

カンファレンスステージ

開会式テープカット

石井啓一国土交通大臣が会期2日目に本展を視察

東京都市大学 三木学長による特別講演
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12月6日（木）

12月8日（土）

12月7日（金）

「SIPインフラ維持管理更新マネジメント技術地域実装支援チームの取組について」
岡田 有策 慶應義塾大学 理工学部 教授 SIPインフラ維持管理更新マネジメント技術 サブPD

M-01
13:00～13:20

「ドローン等を活用した各務原大橋の橋梁点検について」
川嶋 一義 各務原市 都市建設部 道路課 保全係 技術主査

M-02
13:40～14:00

「中小企業のシーズ創出と“インフラメンテナンス業”の活性化」
下庄 孝弘 アイセイ 技術開発部 空間情報グループ 兼 技術営業部 主任

M-03
10:30～10:50

「インフラ老朽化対策における官側のニーズ」
植野 芳彦 富山市 建設技術統括監

M-04
11:10～11:30

「Why Mexico？」
アーロン・ベラ メキシコ大使館商務部 参事官

M-05
11:50～12:10

「JICA道路アセットマネジメントの取組と国内開発技術の活用について」
金縄 知樹 国際協力機構 社会基盤・平和構築部 運輸交通・情報通信グループ 第一チーム 課長

M-06
13:00～13:20

「社会インフラのモニタリング技術の紹介」
渡邉 賢一 社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会事務局国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐

M-07
13:40～14:00

「老朽施設を“稼ぐインフラ”に PPP/PFIによる施設整備のヒント」
鈴木 文彦 大和エナジー・インフラ ソリューション部 副部長

M-08
14:20～15:00

「建設業で活躍する女性“けんせつ小町”座談会  働き方改革へのホンネと理想」
阿部 留美子 大林組 土木本部 生産技術本部 ダム技術部 技術第二課主任
眞上 結子 鹿島建設 東京建築支店 建築工事管理部 総合プロダクトグループ
大島 香織 五洋建設 経営管理本部人事部 ダイバーシティ推進センター センター長
松尾 沙耶 村本建設 設計室
司会：長谷川 瑤子 日経BP社 日経コンストラクション記者

M-09
10:30～11:30

「橋のセルフメンテナンスふくしまモデルとサポートプログラムのご紹介」
浅野 和香奈 日本大学工学部 土木工学学科研究員

M-10
13:00～13:20

「社会インフラのスマートな維持管理のための3次元データ活用」
窪田 諭 関西大学 環境都市工学部都市システム学科 准教授

M-11
13:40～14:00

ニーズ・シーズマッチングステージ
国・地方公共団体、政府機関、大使館、大学、企業などの登壇者と受講者とのニーズ・シーズマッチングを図る場として、
11セッションを実施。2日間で、のべ578人が受講しました。

出展者プレゼンテーションセミナー ニーズ・シーズマッチングステージ
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出展者プレゼンテーションセミナー

10:30

～

10:50

中部プラントサービス
「橋梁の延命対策に向けて」
技術本部技術サービスセンター 野村 純吾 氏

15:40

～

16:00

エイト日本技術開発
「簡易地震計を用いた災害拠点施設の即時被害推定システム」
災害リスク研究センター・研究サブリーダー 三上 卓 氏

富士フイルム
「コンクリート構造物のひび割れを写真から自動検出する“ひびみっけ”の紹介」
産業機材事業部 社会インフラシステムグループ 統括マネージャー 牧野 純一 氏

15:00

～

15:20

アジア航測
「空間データの社会インフラ維持管理などへの活用」
社会インフラマネジメント事業部 技師長 小野田 敏 氏

朝日航洋
「朝日航洋の河川維持管理における新技術の紹介」
商品企画部 商品化推進室 伊藤 優美 氏

14:20

～

14:40

特殊高所技術協会
「最先端技術と特殊高所技術の連携による維持管理の最適解とは」
代表理事長 和田 聖司 氏

デンソー
「橋梁点検における近接撮影画像からの損傷自動解析技術」
新事業統括部 UAVソリューション事業室 担当部長 加藤 直也 氏

13:40

～

14:00

東芝インフラシステムズ
「ＡＩ活用の道路アセットマネジメント（LCC削減）取り組み紹介」
社会システム事業部 参事 熊倉 信行 氏 

ガイアート
「フル・ファンクション・ペーブ（FFP）事故対策型ハイブリッド舗装」
関西支店営業部 鎌田 美知子 氏

13:00

～

13:20

大林組
「大林グループのインフラリニューアル技術の紹介」
生産技術本部リニューアル技術部・主任 青木 峻二 氏

11:50

～

12:10

大日本コンサルタント
「橋梁点検用ドローン～人が活躍するために～」
インフラ技術研究所 調査研究部 保全エンジニアリング研究室 小林 大 氏

アップコン
「コンクリート舗装版補修工法」
営業部 馬籠 貴之 氏

システム計画研究所
「AIとロボットによるインフラ点検」
事業本部 第2セグメント サブマネージャ 清水 隆司 氏

11:10

～

11:30

コニカミノルタ BIC-Japan
「PC橋の内部鋼材破断を検知する非破壊検査ソリューション」
阿部 真之介 氏

16:20

～

16:40

花王
「花王のインフラメンテナンス用途薬剤の紹介」
ケミカル事業部門 機能材料事業部 インフラ営業部 高見 承志 氏

12月6日（木） 12月7日（金）

主催者企画コーナー
“観て、触って、試して”をコンセプトにインフラメンテナンス・土木の仕事を、身近に感じていただく主催者企画エリア
を設置。同時開催「エコプロ2018」の隣接に設置し、「インフラメンテナンス写真展」「ドローン・VR（バーチャルリアリテ
ィー）を使ったインフラ点検作業体験」「ドボク模型体験」などの企画を実施し、生徒・学生から大人まで、楽しく・わかり
やすく、インフラメンテナンスへの理解・普及を図りました。

ドローンを用いた点検作業体験
VRを用いた特殊高所作業体験

協力：アイセイ、特殊高所技術

インフラメンテナンス写真展
～安全・安心と豊さを守る人たち Story of Workers～

協力：写真家 山崎エリナさん、寿建設

ドボク模型体験コーナー
協力：藤井基礎設計事務所、公益社団法人 土木学会

自社の事業や製品、取り組みを発表いただく場として、「出展者プレゼンテーションセミナー」を実施しました。
2日間で16社が参加し、のべ694人が受講しました。
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広報宣伝

▼ 12月5日（水） 日本経済新聞 朝刊

▼ 11月26日（月） 日本経済新聞 朝刊 ▼ 11月26日（月） 日経産業新聞▼ 11月26日（月） 日本経済新聞 朝刊

掲載日 媒体名 掲載内容
3月26日 日本経済新聞 出展者募集（社告）
11月13日 日本経済新聞 来場動員（広告）
11月14日 日本経済新聞 来場動員（広告）
11月22日 日本経済新聞 来場動員（広告）
11月26日 日本経済新聞 開催告知（社告）
11月26日 日経産業新聞 開催告知（社告）
11月27日 日本経済新聞 来場動員（広告）
11月28日 日本経済新聞 来場動員（広告）
11月29日 日本経済新聞 来場動員（広告）

11月30日 日本経済新聞 来場動員（広告）

掲載日 媒体名
11月5日 日刊燃料油脂新聞
11月15日 見本市展示会通信
11月19日 日本水道新聞
11月21日 日本下水道新聞
11月25日 旬刊包装産業
11月25日 総合報道
11月25日 日本住宅新聞
11月29日 建通新聞東京
12月1日 見本市展示会通信
12月3日 日本証券新聞
12月6日 日本証券新聞
12月7日 日刊建設工業新聞
12月7日 日刊建設産業新聞
12月10日 建設通信新聞
12月10日 日刊建設工業新聞
12月10日 日刊建設産業新聞
12月13日 交通新聞
12月13日 日刊建設工業新聞
12月15日 日本砕石新聞
12月17日 プロパン新聞
12月20日 水道産業新聞
12月21日 新聞之新聞
12月24日 水道産業新聞
1月1日 教育家庭新聞
1月1日 東京石鹸商報

掲載号 媒体名
11月20日 印刷雑誌
11月25日 QG
11月30日 Event Biz
1月15日 電気と工事

掲載日 媒体名
10月22日 R.E.port
10月23日 Realnetニュース
10月24日 Jpubb
10月24日 マチパブ
11月8日 インテリアビジネスニュース
11月15日 新エネルギー新聞
11月20日 FlyTeam
11月20日 マチパブ
11月28日 @DIME
11月28日 @nifty ビジネス
11月28日 @Press
11月28日 AFPBB News
11月28日 BIGLOBEニュース
11月28日 CNET Japan
11月28日 Cubeニュース
11月28日 Fresh eye
11月28日 Infoseekニュース
11月28日 JBPRESS
11月28日 JPubb
11月28日 LIVE HOUSE.COM
11月28日 Mapionニュース
11月28日 N+NewsRelease
11月28日 NC network
11月28日 NewsCafe
11月28日 OSDN Magazine
11月28日 PR TIMES
11月28日 PRESIDENT ONLINE
11月28日 RBB TODAY
11月28日 SankeiBiz
11月28日 SANSPO.COM
11月28日 SEOTOOLS
11月28日 StartHome

11月28日 Techable
11月28日 YOMIURI ONLINE
11月28日 zakzak
11月28日 ZDNet Japan
11月28日 アキバ経済新聞
11月28日 イザ！
11月28日 インターネットコム
11月28日 おたくま経済新聞
11月28日 シブヤ経済新聞
11月28日 ジョルダンニュース！
11月28日 すみだ経済新聞
11月28日 ダイヤモンド・オンライン
11月28日 投資家ネット
11月28日 どうしん電子版
11月28日 とれまがニュース
11月28日 ニコニコニュース
11月28日 ビズハック！
11月28日 マチパブ
11月28日 下北沢経済新聞
11月28日 吉祥寺経済新聞
11月28日 銀座経済新聞
11月28日 現代ビジネス
11月28日 高円寺経済新聞
11月28日 高田馬場経済新聞
11月28日 財経新聞
11月28日 三軒茶屋経済新聞
11月28日 産経ニュース
11月28日 市ヶ谷経済新聞
11月28日 時事ドットコム
11月28日 新潟日報モア
11月28日 赤坂経済新聞
11月28日 足立経済新聞
11月28日 中野経済新聞

11月28日 朝日新聞デジタル＆m
11月28日 東洋経済 ONLINE
11月28日 徳島新聞Web
11月28日 二子玉川経済新聞
11月28日 八王子経済新聞
11月28日 品川経済新聞
11月28日 北多摩経済新聞
11月28日 毎日新聞
11月28日 六本木経済新聞
11月29日 オートメーション新聞ウェブ版
11月30日 Yahoo! ロコ
11月30日 ロコナビ
11月30日 新エネルギー新聞
11月30日 朝日新聞デジタル
12月3日 JPubb
12月3日 マチパブ
12月5日 NNA ASIA
12月6日 JPubb
12月6日 マチパブ

12月10日 建設通信新聞
12月13日 ドローンジャーナル
12月16日 NewsPicks

12月1日 日本経済新聞 来場動員（広告）
12月2日 日本経済新聞 来場動員（広告）
12月3日 日本経済新聞 来場動員（広告）
12月4日 日本経済新聞 夕刊 来場動員（広告）
12月4日 日経産業新聞 来場動員（広告）
12月5日 日本経済新聞 広告特集
12月6日 日経産業新聞 来場動員（広告）
12月6日 日本経済新聞 電子版（社会インフラテック紹介）
12月7日 日本経済新聞 来場動員（広告）
12月7日 日経産業新聞 記事（社会インフラテック紹介）
12月7日 日経MJ 記事（社会インフラテック紹介）

●WEB記事

●主な雑誌

●主な専門紙

●日本経済新聞　告知・記事
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▼招待ハガキ

▼招待券付き案内チラシ

▼当日ガイドマップ

▼ TVCM ▼バナー広告

▼日経コンストラクション／日経グローカル ▼日経ビジネス
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来場者の勤務先（抜粋）

■国・地方公共団体

国土交通省

国土交通省関東地方整備局

国土交通省中部地方整備局

内閣府

財務省

経済産業省

外務省

防衛省

特許庁

会計検査院

東京消防庁

防衛装備庁

海上自衛隊

北海道庁

岩手県庁

宮城県庁

山形県庁

茨城県庁

栃木県庁

東京都

千葉県庁

埼玉県庁

新潟県庁

京都府

徳島県庁

鳥取県庁

大分県庁

東京都中央区役所

東京都港区役所

東京都新宿区役所

東京都墨田区役所

東京都江東区役所

東京都品川区役所

東京都大田区役所

東京都世田谷区役所

東京都足立区役所

東京都練馬区役所

東京都江戸川区役所

武蔵野市役所

三鷹市役所

昭島市役所

町田市役所役所

奥多摩町役場

函館市役所

田村市役所

郡山市役所

横浜市役所

横浜市港北区役所

川崎市役所

藤沢市役所

相模原市役所

横須賀市役所

千葉市役所

市川市役所

松戸市役所

市原市役所

四街道市役所

行田市役所

戸田市役所

吉川市役所

静岡市役所

富士吉田市役所

富山市役所

岡崎市役所

豊橋市役所

神戸市役所

北九州市役所

福島県南会津町

■公益法人・公社

国土技術政策総合研究所

新エネルギー・産業技術総合開発機構

科学技術振興機構

中小企業基盤整備機構

都市再生機構

水資源機構

鉄道・運輸機構

日本下水道事業団

東京都下水道サービス

東京都立産業技術研究センター

東京都中小企業振興公社

茨城県建設技術公社

群馬県吾妻発電事務所

さいたま市産業創造財団

広島市産業振興センター

■建設・土木

鹿島建設

鹿島道路

大成建設

竹中工務店

竹中土木

NIPPO

安藤・間

前田建設工業

前田道路

鉄建建設

東急建設

西松建設

青木あすなろ建設

新井組

大本組

川田建設

村本建設

日本道路

日本管財

IHIインフラシステム

関電工

きんでん

JFEエンジニアリング

新菱冷熱工業

日水コン

ミライト

メタウォーター

住友大阪セメント

東亜グラウト工業

東亜道路工業

三菱ケミカルインフラテック

三菱重工機械システム

横河ブリッジ

■建設コンサルタント・設計事務所

アジア共同設計コンサルタント

オオバ

オリエンタルコンサルタンツ

協和コンサルタンツ

ジビル調査設計

JR東日本コンサルタンツ

ジェイアール西日本コンサルタンツ

ジェイアール東日本建築設計事務所

玉野総合コンサルタント

長大

中央コンサルタンツ

中央復建コンサルタンツ

東京建設コンサルタント

東設土木コンサルタント

パシフィックコンサルタンツ

福山コンサルタント

■道路・鉄道・運輸

東日本高速道路

中日本高速道路

首都高速道路

ネクスコ・メンテナンス東北

ネクスコ東日本エンジニアリング

ネクスト東日本エンジニアリング

首都高技術

首都高速道路技術センター

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
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中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋

西日本高速道路エンジニアリング四国

西日本高速道路エンジニアリング中国

東京湾横断道路

千葉県道路公社

高速道路総合技術研究所

東日本旅客鉄道

西日本旅客鉄道

東海旅客鉄道

東京地下鉄

小田急電鉄

京王電鉄

名古屋鉄道

トヨタ自動車

本田技研工業

三菱自動車工業

日野自動車

スズキ

東京国際空港ターミナル

富士通交通・道路データサービス

■ディベロッパー・商社

NTT都市開発

大東建託

大和ハウス工業

日本国土開発

住友商事

三井物産

パナソニックホームズ

■電機・事務機

アルプス電気

キヤノン

キヤノンマーケティングジャパン

コニカミノルタ

サトー

JSOL

セイコーエプソン

TOA

日本電気

日本ユニシス

パナソニック

パナソニックシステムソリューションズジャパン

日立国際電気

日立製作所

日立造船

富士ゼロックス

富士フイルム

富士通

三菱電機

■情報通信

日本電信電話

東日本電信電話

西日本電信電話

NTTコミュニケーションズ

NTTドコモ

NTTデータ

KDDI

ケイ・オプティコム

京セラコミュニケーションシステム

トレンドマイクロ

■機械・素材

IHI

アクティオ

応用地質

能美防災

リンナイ

旭化成

宇部興産

栗本鐵工所

JFEスチール

新日鐵住金

スリーエムジャパン

積水化成工業

大日本塗料

DIC

DOWAホールディングス

東レ・ダウコーニング

日鐵住金建材

ノーリツ

パトライト

古河電気工業

■建機、警備

西尾レントオール

レンタルのニッケン

セコム

綜合警備保障

■金融・サービス

農林中央金庫

ゆうちょ銀行

三井住友銀行

三菱UFJ銀行

みずほ銀行

横浜銀行

東京スター銀行

SMBC日興証券

みずほ証券

オリックス

ジャフコ

■電力・ガス

東京電力ホールディングス

東京電力エナジーパートナー

東京電力パワーグリッド

東京電力フュエル&パワー

関西電力

九州電力

東京ガス

静岡ガス

電源開発

■大学

金沢工業大学

関西大学

岐阜大学

慶應義塾大学大学院

駒澤大学

昭和女子大学

政策研究大学院大学

千葉工業大学

千葉大学

千葉大学大学院

東京工業大学

東京電機大学

東京都市大学

東京農業大学

東京理科大学

東北大学

東洋大学

長岡技術科学大学

日本工業大学

日本自動車研究所

日本大学

北海道情報大学

武蔵野大学

立命館大学

早稲田大学

豊田中央研究所

■その他

イオン

サントリービバレッジサービス

サントリーマーケティング＆コマース

スーパーホテル

スターバックスコーヒージャパン

ソニー・ミュージックコミュニケーションズ

大日本印刷

デロイトトーマツコンサルティング

日本総合研究所

日本テレビ放送網

プリンスホテル

丸井グループ

良品計画



第2回

日本経済新聞社 文化事業局イベント事業部（社会インフラテック主催者事務局）
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7 TEL：03-6256-7355　FAX：03-6256-7844　E-mail：infratech@nex.nikkei.co.jp

出展に関する
お問い合わせ

道路、トンネル、橋りょう、上下水道、鉄道、エネルギー設備、モニタリング、光ファイバー計測、ワイヤレス計
測、3D計測システム、センサー、ネットワークカメラ、画像解析・診断、地形・地盤情報、路面性状測定、点検・
検査支援ロボット・ドローン、建設機械、変状調査、状態監視、埋設物探索・測定、耐震診断、リスク・劣化診断、
空洞探索 など

コンクリート・アスファルト補修、各種メンテナンス工法、断熱・遮熱、防水、防食、塩害、剥落・断面修復、表面
保護・改質など各種対策向け建材・副資材（フィルム、塗料、シーリング剤など）、長寿命・高耐久建材、強靭化
対策建材、新素材・新材料、照明 など

耐震構造材・補強部材、制震パネル・装置、免震システム・工法、地すべり・土石流対策、液状化対策、津波・高
潮対策、地盤改良・人工地盤、UPS（無停電電源装置）、非常用発電・蓄電システム、照明システム など

都市緑化・景観材、都市の暑熱対策、公園・緑地整備、生物多様性の確保に向けた基盤整備、土壌改良、海洋・
河川の水質改善、気象・自然環境観測装置・システム など

センサー・ネットワーク、パワーデバイス、レーザー・レーダー、衛星測位・観測システム、自律型マルチ（ひず
み、亀裂、加速度、映像）センシング

高性能カメラ、ロボット、ドローン（省力・省人、災害事故対応）、仮想現実（VR）／拡張現実（AR）技術（遠隔作
業、技術指導・伝承、教育など）、自動運転技術、次世代地理情報プラットフォーム

IoT利用モニタリング、AI活用インフラマネジメント、i-Construction、インフラ情報データベースプラット
フォーム、ビッグデータAI解析技術、AI画像認識・映像解析プラットフォーム

画像伝送システム、LPWA、IoT向け通信技術、次世代無線通信技術（5G）、無線LAN、ネットワーク機器、監
視カメラソリューション、サイバーセキュリティ（標的型攻撃対策、脆弱性対策、ウイルス対策、IoTセキュリ
ティ、暗号化技術など）

再生可能エネルギー地域需給システム、分散エネルギー技術・システム、電力貯蔵技術

▶出展対象

保守・監視・点検

メンテナンス／補修・補強／更新

防災・減災対策

環境保全対策

センシングデバイス

ドローン／ロボット／VR・AR

IoT、ビッグデータ、AI活用技術・システム

無線通信技術／セキュリティ

次世代エネルギーインフラ

▶出展料金（予定）［1小間=9㎡］

370,000円（税別）1～8小間 350,000円（税別）9小間以上

主催：インフラメンテナンス国民会議、日本経済新聞社
同時開催：「気候変動・災害対策Biz2019（第1回）」「エコプロ2019（第21回）」

会期：2019年12月4日（水）～6日（金） 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト［南1・2ホール］




