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主催ご挨拶

　一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、株式会社コングレと共催で
Japan Drone 2021を幕張メッセにて開催いたします。2016年の初回開催以来、3
月に開催してまいりましたが、2020年は、日本国内における新型コロナウイルスの感
染拡大防止や政府からの大規模イベント開催自粛要請等を踏まえ、2020年9月へ延
期して開催いたしました。その際には、出展の皆様、ご来場の皆様には大変なご理解
を頂き、2日間の開催でしたが充実したイベントとすることができました。主催者を代
表し、心から感謝いたします。今回で第6回目を迎える2021年開催は開催時期を見
直し、6月14日から16日と決定いたしました。
　JUIDAでは、設立以来、日本におけるドローン産業の振興発展を支援しており、
withコロナ、postコロナを踏まえたニューノーマルな世界に向けて、「ドローン産業
の更なる発展と市場の拡大」、「ドローンをめぐる安全なルール作り」、また「スマート
社会実現に向けたドローンの役割」などの議論の場を目指したもので、国内外の出展
者により構成される国際展示会、国内外のキーパーソンによる国際コンファレンス、
出展者等による併催イベントを計画中です。
　ドローンおよびその関連技術や製品、ドローンを利用したさまざまなサービスを提
供、および検討されている企業、団体、機関、自治体の皆様からの幅広いご参加をお
待ちしております。

開催概要

一般社団法人 日本UAS産業振興協議会
（JUIDA）

理事長　鈴木 真二

ジャパンドローン2021｜第6回 
Japan Drone 2021 -Expo for Commercial UAS Market-
～ドローンを社会実装するスマート社会実現へ～

●会 　 　 期 ： 2021年6月14日（月）～16日（水）
 国際展示会 ＜リアル開催＞
 国際コンファレンス <リアル開催+オンライン配信（予定）>
 ネットワーキングレセプション ＜6月14日（月）夕刻開催（予定）＞
●開 場 時 間 ：10:00～17:00
●会 　 　 場 ： 幕張メッセ
●主 　 　 催 ： 一般社団法人 日本UAS産業振興協議会 (JUIDA)
●共 　 　 催 ： 株式会社コングレ
●出 展 者 数 ：300社（予定）
●参加登録者数 ： 15,000人（リアル参加者13,000人、オンライン参加者2,000人）（予定）
●後 　 　 援 ： 経済産業省、国土交通省、内閣府地方創生推進事務局、千葉県、千葉市、
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、国立研究開発法人産業技術総合研究所（AIST）、
 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、
 一般社団法人強化プラスチック協会、一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）、一般社団法人新経済連盟  （第5回実績）
●協 　 　 賛 ： 一般社団法人日本産業用無人航空機工業会（JUAV）、一般社団法人セキュアドローン協議会、
 日本ラジコン模型工業会（JRM）、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会（DPCA）、
 一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム（JUTM）、学校法人日本航空学園、
 一般社団法人日本建築ドローン協会（JADA）、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）、
 日本ドローン振興協会、一般社団法人全国自動車学校ドローンコンソーシアム、
 一般社団法人ドローンサービス推進協議会  （第5回実績） 
●入 場 料 ： ￥2,000（税込） ※ただし事前登録者、招待状持参者は無料

J a p a n  D r o n eの特長  /  ご出展のメリット
日本最大 ! 国内唯一のドローンに特化した単独開催の国際的な専門展示会&コンファレンス

ドローン・関連業界の動向に即した新たな企画や、国内外から広く出展者誘致に注力しています。
業界の進歩・多様化を先取りするこの展示会を御社の事業、製品・サービスのPRにご活用ください。

ドローン専門展・総合展の特性を活かした内容

B to Bイベントとして毎年開催しており、これまでの出展者様からは目的意識・商談意欲の高い“ビジネスにつながる来場者”が
多いと、好評をいただいております。
また、「ネットワーキングレセプション」など、出展者間のネットワークづくりの機会もご提供いたします。

ビジネスにつながるネットワークづくり

展示会場内のステージや、デモンストレーションエリアで製品・サービスのプレゼンテーションや実演の機会をご提供します。(一部有料)
そのほか、出展品表彰プログラム「Best of Japan Drone Award」をはじめ、来場者、メディアの注目を集める併催イベントも
展示会場内で開催いたします。

多彩な出展者サポートプログラムと併催イベント

テクノロジー、マーケットなど、国内外の最新動向について
「ドローンの専門展・総合展」だからこそ聴けるプログラムを
ご用意し、来場者プロモーションにも活用しています。（前回
実績：2,249名が参加。オンライン含む）

国内外のキーパーソンによる国際コンファレンス

ドローン関連のみならず、農業、建設、物流などの関連分野の
専門メディアで幅広く来場者向けのプロモーションを行って
います。また、海外の関連展示会とのパートナーシップを活
用し、海外からの出展者・来場者も年々増加しております。

幅広い層の来場者・海外からも注目されるイベント

出展対象分野
ドローン（無人航空機）及び
関連分野 ドローン（無人航空機）を

利用した各種サービス分野

来場対象者
ドローンを活用したい産業分野のビジネスパーソン
●施設・設備点検分野：メインテナンス会社／ゼネコン／
 高速道路管理運営会社など
●物　流　分　野：宅配便サービス会社／倉庫会社／
 ネット販売会社など
●警　備　分　野：ビル管理会社／デベロッパーなど
●農　業　分　野：地方自治体／農協など
●災害調査・支援分野：地方自治体／警察／消防／救急医療など
●測　量　分　野：設計事務所／地方自治体災害対策部門など
●運送・運輸分野：運送会社／物流会社など
●観光・地域創生分野：地方自治体／観光関連団体／
 地域活性化部門
●撮影・映画分野：テレビ局／映画会社／
 映像プロダクションなど

大型ドローン・空飛ぶクルマ

ドローンパイロット：パイロット免許取得者／運航安全管理者 など

地域創生事業・
観光支援プロジェクト・
スマートシティープロジェクト

その他のサービス

・ 撮影
・ 調査
・ 警備

・ 測量
・ 物流
・ 農業

・ 施設点検
・ 災害対策
・ その他

・ ドローン飛行場
・ ドローンポート
・ 保険
・ 教育
・ その他
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・ 無人航空装置及びプラットフォーム
・ アプリケーション・ソフトウェア
・ カメラ＆イメージングシステム
・ データ＆通信
・ 開発サービスと施設
・ 制御システム
・ 半導体など材料&製造&記憶装置
・ 推進装置＆パワーシステム
・ インテグレーションシステム
・ ナビゲーション＆ガイダンスシステム
・ ロボティクス技術
・ シミュレーション
・ トレーニング
・ その他

JUIDA 国際MOUパートナー団体
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来場プロモーション プレスリリース、メールマガジンの配信、多数の新聞、雑誌媒体への広告掲載を実施します。

出展者サポートプログラム デモンストレーション ワークショップ

併催イベント （2020年実績）

来場者に実際の効果・特性を見せる実演
ができ、写真や映像だけでは伝わらない
製品の優位性をアピールできます。出展
者ワークショップでは、オープンステージ
を使って、来場者に向けてのプレゼン
テーションが行えます。

国際コンファレンスプログラム

●基調講演・特別講演
世界のドローンのスペシャリストや国内の専門家を招き、様々な角度から
「ドローン産業の現在と未来について」を発表いただき最新の情報をお届け
します。

●Best of Japan Drone Award
過去1年間に発表された性能や技術が優れているドローンやドローン関連サービスを分野ごとに
表彰します。

●Drone Movie Contest
デジタルハリウッドRobotics Academy＆日本
UAS産業振興協議会（JUIDA）主催のドローン
による空撮映像作品のコンテスト。

●JUIDA SCHOOL AWARDS
無人航空機の安全運行を第一に人材育成を
行う認定スクールの活動と優秀スクールの表彰
を行います。

●ドローン・イノベーション・セミナー（有料プログラム）
ドローンビジネスの第一人者をお迎えして、最新の事例等をご紹介いただく
セミナーです。ドローンを取り巻く環境や今後のトレンドなど、未来を予測する
ヒントが満載です。

国内・海外のドローン市場、技術、動向などを多角的に情報収集できる
コンファレンスを開催します。

※2019年の水槽デモの様子です。

※第5回会場風景

●来場メディア数 95（2日間合計）
●放映、掲載先 626件
（テレビ局、新聞社、ネットニュースなど）
＜テレビ局＞
　NHKニュース、Nスタ（TBS）、NHK WORLD など
＜新聞社＞
　日本経済新聞、読売新聞 など
　千葉日報、福島民友新聞、福井新聞
　福島民報 その他地方紙多数
　日経産業新聞、日刊建設通信新聞
　物流ニッポン、日刊建設工業新聞 その他専門各紙多数
＜専門誌＞
　月刊ロジスティクス・ビジネス、展示会とMICE、月刊Drone Biz、
　機械化農業、国際イベントニュース
＜ネットニュース＞
　Yahoo、エキサイト、infoseek、ライブドア、47news など多数
＜オンラインメディア＞
　Drone.jp、DRONE MEDIA、Info-Drone、Drone Tribune、
　DroneWiki、レスポンス その他オンラインメディア他多数

●総来場登録者数 8,979名 ●展示ドローン数　94機

【日本】 
●IE Japan
●AIZAWA Aērospacial
●アイネット
●アマナドローンスクール
●アムテックス
●EDAC
●イエロースキャンジャパン
●エア・ウォーター
●エアロジーラボ
●エアロセンス
●エアロディベロップジャパン
●エアロファシリティー航空機事業部
●ACSL 自律制御システム研究所
●エバーブルーテクノロジーズ
●MTCドローンテクノポート
●オーイーシー
●快適空間FC
●神奈川県 ドローン前提社会に向けた取組
●京セラ
●KMT
●計測リサーチコンサルタント
●コントレイルズ
●サイバネテック
●サイマコーポレーション
●寒河江測量設計事務所
●サレジオ工業高等専門学校
●CFD販売
●JDRONE

●静岡理工科大学
●システック
●ジュンテクノサービス
●湘南工科大学
●情報サービス産業協会 （JISA）
●新栄電子計測器
●新エネルギー・産業技術総合開発機構 （NEDO）
●SkyFarm®（スカイファーム）
●スカイブルー
●スカイリンクテクノロジーズ
●スペースエンターテインメントラボラトリー
●セキュアドローン協議会
●セブントゥーファイブ
●センチュリー
●総合研究奨励会 日本無人機運行
　管理コンソーシアム（JUTM）
●田中電気
●チューリップテレビ ドローンスクール
●TKKワークス
●テクノシステム（東京）
●テクノシステム（宮城）
●TEAD
●テラ・ラボ
●電波タイムズ
●電力テクノシステムズ
●東京航空計器
●豊川ビジョンリサーチ
●ドローンXアカデミー下関
●ドロ－ンサービス推進協議会（DSPA）

●ドローン撮影クリエイターズ協会 （DPCA）
●ドローン大学校
●ドローンテクニカルファクトリー川越
●DRONE PILOT AGENCY
●DRONE MEDIA
●内外出版社
●中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京
●ニックス
●日本海洋
●日本化薬
●日本アマチュア無線振興協会（JARD）
●日本建築ドローン協会（JADA）
●日本産業用無人航空機工業会（JUAV）
●日本システムウエア
●日本ドローンアカデミー
●日本ドローン振興協会
●日本UAS産業振興協議会 （JUIDA）
●P.P.K.P
●Hito-Robo（ヒトロボ）
●兵庫県
●フォーラムエイト
●フカデン
●福島県
●福島県南相馬市
●福島ロボットテストフィールド
●ふじのくにSKYイノベーション
●双葉電子工業
●ブルーイノベーション
●Blue Marble Geographics

●FullDepth
●プロニュース
●ボーダック
●ホーペック
●マクルウ
●松屋R&D
●丸善雄松堂
●ミヤマエ
●みるくる
●武蔵スカイプラス
●横浜ドローンアイティー・スクール
●楽天
●リアルグローブ
●リーグルジャパン
●ロゼッタ
●ロボデックス

【アメリカ】 
●America State Offices Association （ASOA）

【イギリス】 
●Intelligent Energy

【中国】 
●Surestar LiDAR

出展者一覧

J a p a n  D r o n e  2 0 2 0実績

▲建設通信新聞 広告 ▲国際イベントニュース 広告

▲NHK WORLD

▲福島民報

▲中日新聞▲Drone Biz 広告▲月刊機械化農業

▲読売新聞

●出展者数 104社・団体

Copyright 2020 by Congrés Inc. all rights reserved.



来場プロモーション プレスリリース、メールマガジンの配信、多数の新聞、雑誌媒体への広告掲載を実施します。
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出展者アンケート（Japa n  D r o n e  2 0 2 0  出展者アンケートより）

来場者アンケート（Japa n  D r o n e  2 0 2 0  来場者アンケートより）

●人数

総合的に判断して、出展された結果について

展示会全体の印象について 展示会全体の満足度

貴社ブースへの来訪者について 出展者ワークショップを
利用した感想

大型ドローンゾーン
（新企画）について

大型ドローンゾーンについて 関心のある併催イベント 【特別企画】
ドローン×地域創生：観光支援について

本展示会に出展を決めた大きな理由について

●目的意識・商談意欲

非常に満足

33.3%

満足

48.1%

普通

14.8%

不満足

3.7%

68.6%20.0%

11.4%

自社製品・サービスの販売・
PRにふさわしい機会だから

新製品を出す
タイミングが

ちょうど良かったから

JUIDAの
会員だから

非常に
多い
18.5%普通

18.5%

少ない
11.1%

多い
51.9%

14.8%

51.9%

29.6%

3.7%
非常に高い

高い

普通

低い

良かった
72.7%

普通
9.1%

不満足
18.2%

33.3%

39.4%

18.2%

その他
9.1%

非常に良い
企画だった
と思う

次回も継続して
企画を実施してほしい

空飛ぶクルマやその周辺技術・
 部品・材料なども増やして欲しい

34.1%

22.7%

22.7%

出展内容が
充実していた

出展者の顔ぶれや、
出展品に偏りがある

ドローンの専門展かつ総合展として
幅広い出展者・出展品が見られる海外企業の出展が

増えると良い

20.5%

大変満足した

12.2%

満足した

41.5%
普通

31.7%

14.6%

あまり満足
できなかった

37.0%

22.2%26.0%

14.8%

空飛ぶクルマの
出展を増やして
ほしい

興味が
なかった もっと

拡大して
ほしい

1社ごとの情報を
充実してほしい

27.3%

12.7%

38.2%

21.8%

いずれも
関心がない

Drone Movie 
Contest

JUIDA 
SCHOOL AWARDS

Best of Japan 
Drone Award

22.0%

43.9%
7.3%

26.8%

企画を
知らなかった

非常に
興味深かった

更に拡大を期待する

次年度は
参加したい

81.4%が
満足と回答



大型ドローンゾーン／空飛ぶクルマゾーン

ドローン活用「はかる・てんけん」事例発表展示

　物流分野、運輸分野、農業分野、測量・計測分野などで今後大
きな需要が期待される大型ドローン。今後、社会実装に向けて具
体的な取り組みが推進されていきます。

　ドローンを用いた計測、点検、測量を行っている方々のニーズ
は、空からのみの運用から、水中・陸上との連携による運用へ拡大
しています。そのニーズに応えるべく、本企画を検討してきました。
　今後、ドローンを含む無人ロボットを用いた計測、点検、測量業
務の利用率が増加し、これらの業務をサポートするドローンの用
途開発が期待されています。

パーツ・資材・サポート用品ゾーン

ドローン×無人ロボット：活用ビジネスゾーン

　ドローン製造に必要な様々なパーツ、資材、材料。これらは、
今後のドローンの大型化に伴い軽量化や全体のコストダウン、
防災関係など用途によっては耐熱処理、電波障害を防ぐ電磁
波対策など、周辺部品・材料の重要性は益々高まっています。
　アッセンブルメーカーが求める部品・材料・資材を取り扱う
様々なメーカー様にご出展いただくゾーンです。

屋外実証実験ゾーン
　危険が伴う場所での作業や人手のかかる屋外点検作業、橋梁
や古くなった建築物などの補修、プラント等での保守点検、電線
などの高所作業などドローンの活用により安全で効率的な作業
環境が実現します。
　この様な作業場をよりわかり易くご覧いただくために実演をし
ながらプレゼンテーションができる屋外実験・展示スペースを設
置いたします。

　無人航空機としてのドローンの活用シーンは近年益々拡大
しています。その一つが、ドローン×無人ロボットです。ドロー
ンで指定ポートへ着陸後に顧客まで
の配送に於いて無人ロボットを活用
する実証実験も始まっています。
　今後の効率的で持続可能なビジ
ネスを目指すためにもドローン×無
人ロボットの活用ビジネスが注目さ
れています。

ドローン×地域創生：自治体PR・観光支援ゾーン
　ドローン等を活用した観光紹介動画をツールとしながら、安
心・安全な街づくり：スマートシティを目指す自治体・団体、観光
協会様が増えてきています。そのような自治体や地域創生を支
援するためのゾーニングとして設置いたします。
　地域の中小企業のマッチングや街づくりの取り組み、素晴ら
しい観光資源のPRまで、来場いただく企業や団体の方々とのビ
ジネスマッチングの支援をいたします。

空飛ぶクルマ(UAM)：ビジネスモデル技術発表会
　各国で開発が進む空飛ぶクルマ：アーバン・エアー・モビリ
ティ（UAM）。
　日本でも開発が進み、2018年から「空の移動革命に向けた
官民協議会」も発足しました。
　電動化による自動操縦、限られたスペースで離着陸が可能な推
進方法など、技術革新により様々なニーズに応えられる新時代の
モビリティとして期待されています。今回は、各国の具体的なビジ
ネスプラン、今後の開発に必要
なパーツメーカー、材料メーカー
との協業など、コストダウン、軽
量化にどの様に取り組み、各サ
プライヤーに何を求めているか
を発表いただく場を設けます。

併催企画（予定）

スカイリンク
テクノロジーズ / P.P.K.P

テクノシステム /
 湘南工科大学 /

サレジオ高等専門学校

スペース
エンターテインメント
ラボラトリー

エバーブルー
テクノロジーズ

テラ・ラボ
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Japan Drone 2020　大型ドローン出展実績

ドローン×SDGs
　「ドローン×SDGｓ ～ドローンがつくる、持続可能な世界～」を
テーマに物流、土木、建築、測量、農業、災害・捜索など、様々な分
野におけるドローンの活用事例をピックアップするとともに、
SDGs（持続可能な開発目標）にドローン業界ならびに主催者が
どのように貢献しているか可視化します。

Japan Drone 2020 参加実績

ドローン活用「はこぶ」事例発表展示
　物流や輸送に関わる事業に於いて無人化や効率化が進む中
で、ドローンや無人ロボットの活用に大きな期待がかかっていま
す。将来的には無人配送や自動運転トラックによる輸送も社会実
装が近いと思われます。
　この様に物流、輸送に関わるドローンの活用によるビジネス事
例を発表していただける場を設定させていただく予定です。



出展申込について
出展ブース／出展料金（消費税別） 1小間あたり

（３ｍｘ３ｍ）スペースのみ（税別）
420,000円ｘ小間数一　般

378,000円ｘ小間数JUIDA会員

（３ｍｘ３ｍ）パッケージブース（税別）
540,000円ｘ小間数一　般

498,000円ｘ小間数JUIDA会員

2.7m

3m

3m

＜仕様＞
・サイズ：間口3m×奥行3m×高さ2.7m
・システム壁面パネル（高さ2.7m）
・カーペット（選択色よりセレクト）
・社名サイン／パラペット
・レセプションカウンター（1台）
・カウンターチェア（1脚）
・スポットライト（3灯）
・2口コンセント
 （100V500W　電気幹線工事費及び電気使用料込）

2m

2.7m

2m

〈ベンチャー企業・学校法人専用〉Start upブース（税別）
260,000円ｘ小間数
＜仕様＞
・サイズ：間口2m×奥行2m×高さ2.7m
・システム壁面（高さ2.7m）
・システム展示台
・社名サイン／パラペット
・スポットライト（2灯）
・2口コンセント
 （100V500W、1ケ　電気幹線工事費及び電気使用料込）
＊ベンチャー企業条件：起業3年以内及び
　資本金1,000万円以下

角小間をご希望の場合は、
別途オプション料を申し受けます。30,000円（税別）

1㎡あたり 21,000円 ｘ出展面積（30㎡、50㎡など）

パッケージブースからフルオーダーまで、お客様の様々な
ニーズに合わせて最適なブースプランをご提案致します。
詳しくは (株)昭栄美術までお問い合わせください。
株式会社 昭栄美術
TEL：03-5148-6657　E-mail：japan-drone@shoei-bijutsu.co.jp

大型ドローンゾーン／空飛ぶクルマゾーン（税別）

出展申込

出展までの流れ

●申込方法 ： 
別紙「出展申込書」に必要事項をご記入のうえ、運営事務
局までメール、郵送でご提出ください。

●共同出展について ： 
複数の出展者が同一の小間内にて出展する場合は「共同
出展」として申し込むことができます。この場合、出展手続
きや各種料金の支払い等を一括して担当する代表会社
1社が申し込みを行ってください。

●早期申込 ：
2021年2月26日（金）までにお申込いただくと早期申込
特典を差し上げます。
【特典内容】
・ レセプション参加券 1名様分
・ 国際コンファレンス参加券 1名様分（会期中参加可）

●申込期限 ： 2021年3月31日（水）
ただし、ご案内可能なスペースがなくなり次第、受付終了と
させていただきます。

出展料に含まれない費用（一部パッケージブース除く）
●各出展者の小間内装飾費　●電気、給排水等の設備工事
●臨時電話、インターネット回線等の通信回線の架設費用
●出展物および対人障害などの保険料
●会場設備・備品および他社展示物の破損、紛失などの際の弁済費など
●ストックヤード、控え室、会議室などの小間外スペースの利用料

出展物について
出展物の内容が展示会の趣旨にふさわしくないと事務局が
判断した場合、出展者には展示物を撤去していただきます。出
展者が撤去しない場合は事務局が撤去し、これに対して出展
者は、一切の異議、請求などはしないこととし、これに伴う費用
が発生した場合は出展者に請求します。

主な出展規程
●出展ブースでのドローンフライトは、防護ネットやヘルメッ
ト着用など、充分な安全策を施してから行ってください。
●出展に関する装飾規程の詳細は、後日改めてお知らせしま
す。出展者説明会の際に配布する出展者マニュアルを必ず
ご確認いただき、関係者への周知徹底をお願いします。

Japan Drone 運営事務局（株式会社コングレ 内）
〒103-8276  東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング  TEL：03-3510-3733  E-mail：japan-drone@congre.co.jp

出展に関する
お問い合わせ

出展申込書のご提出
※早期締切 2021年2月26日（金）
※申込締切 2021年3月31日（水）

1
出展者説明会の開催
（2021年 3月下旬予定）
出展者マニュアルのご案内

各種提出書類のご提出、
エントリー
出展費用のお支払

搬入・施行日
2021年6月12日, 13日
会期
2021年6月14日,15日,16日

2 3 4

スポンサーシッププログラム（協賛プログラム）
Japan Drone2021では、通常の出展のほかに、Japan Drone 2021 スポンサーとして、DMや展示会場内の広告看板・配布物
などへの社名・ロゴ掲載などができるスポンサーシッププログラムを設けています。ご興味をお持ちの方は、運営事務局までお問い合わせください。

https://ssl.japan-drone.com

大型ドローン、空飛ぶクルマ専用ブースです。15㎡からお申込み
いただけます。（原則、スペースのみです。展示区画やサインに
規定がございますので事務局にご確認ください。）

※自治体の出展ブースについては事務局へお問合せください。

※JUIDA新規入会をご希望の方はJUIDA公式HP（https://uas-japan.org/）をご確認ください。


