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9:30～17:30

ＣＰＤＳ認定

５ ユニット

【開催時間】
Access



＜ おすすめ 企 画 展 示 ＞

拝啓 貴社益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年度に一気に主流となりました土木の3次元化ですが、今や道路、舗装、河川、深浅など幅広い工種で活用され国も

2019年を「"生産性革命貫徹"の年」と位置付け、建設業界のさらなるBIM・CIM化に向けて日々動向は変化しております。

さらに広がりをみせる建設ICTの最新情報を提供できればという思いで、今回のテーマを「見る・触れる・広がる世界」とし、ICT技術

を普段使いして頂くため、令和元年にふさわしい建設技術フォーラムを企画開催させて頂きます。

大変お忙しい時節かと存じますが、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。
株式会社 古 城

代表取締役 古城 一



＜ 特別セミナー ＞

「i-Construction最新情報と今後

の展望」☛ 講師
（一社）日本建設機械施工協会

施工技術総合研究所 研究第３部

次⾧

藤島 崇 様

国も2019年を「"生産性革命貫徹"の年」と位置付け、建設業界のさらなるBIM・CIM

化に向けて日々動向は変化しております。

藤島様は、i-Constructionの策定に携われている第一人者であり、「i-Construction

最新情報と今後の展望」についてご講演いただく予定です。

6月12日

13:10～14:10

(60分)

B2-212 会議室

B2-211 会議室B2-212 会議室

TREND-ONE(Mercury-ONE)

空撮測量＆３次元データ活用セミナー

業務効率化の実現へ、Ver.3で大幅機能にアップしたUAV飛行計画ソフトを用いて

UAV公共測量マニュアルに則した空中写真測量をご紹介!Ver.3新機能＆

TREND-POINTを用いた測量業務での3次元データ活用のご紹介。

福井コンピュータ株式会社

株式会社建設システム

ICT活用工事だけではもったいな

い!3次元データ活用セミナー

3次元データを活用したICT施工の第一歩として、その運用方法と活用

事例のご紹介!普段使いのi-Constructionを!

10:00～10:50

(50分)

10:20～11:10

(50分)

リーグルジャパン株式会社

地籍調査事業における自治体との事

務支援連携について

株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン

自動追尾を使用したTSトラッキング

UASの活用セミナー

世界初!ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝでカメラ位置を測定。標定点設置、計測不要で

大幅な生産性向上。安定した計測制度を確保

11:10～12:00

(50分)

11:25～12:05

(40分)

14:30～15:20

(50分)

福井コンピュータ株式会社

法務局データから貸与される要約書CSV（登記）を利用して、地籍調査及び

法14条地図整備におけるE工程とH工程の成果となる各種調書を効率的に作

成・管理するシステムを使ってご説明及び3次元点群処理をMercuryと

TREND-POINTを連携させ地籍調査及び法14条整備の一連の効率化

15:50～16:40

(50分)

RIEGL  TLS,ULSの最新動向

地上レーザースキャナ、UAVレーザースキャナの最新機能と国内のi-
Construction動向をご紹介いたします。

株式会社古 城

福井コンピュータ株式会社

14:20～15:10

(50分)

15:25～16:15

(50分)
ciRobotics株式会社

レーザードローン搭載型安価なレー

ザー計測システムのご紹介

Phantom4RTKの解説!

Phantom4RTKについての概要を現在、弊社が独自に調査した内容を

わかりやすくご説明致します。

A21

A22

A23

B32

B35

A24

B34

B31

特S1

CPDS認定

CPDS認定

CPDS認定

CPDS認定

CPDS認定

設計図面や3次元計測データを元に施工現場を3Dモデルで表現し、解

り易い施工計画やシミュレーションを行うことができます。施工手順の説明

や安全教育、地域住民に対する現場説明資料、施工時の情報共有な

どで活用できます。これらをTREND CORE を使ってご説明いたします。

施工現場を３Ｄモデルで表現し３Ｄ

でＣＩＭコミニケーション!

高精度・安価なＵＡＶ搭載型のYellowScanを分かりやすくご説明致

します。また、活用事例もご紹介いたします。

B33
13:30～14:10

(40分)

株式会社マイゾックス
ドローンに搭載水底計測可能なグ

リーンレーザースキャナのご紹介

地上から水底まで地形を素早くスキャン、REDスキャン、GREENスキャ

ンのご紹介



i-Constructionの点群計測に最適!

高密度３D点群ﾃﾞｰﾀによる面管理実現!

3D LeserScanner

GLS-2000

1人でも誰でも簡単に素早く

杭打ちが出来る!
Layout Navigater

LN-100

最速・最小・最軽量 ﾛﾎﾞﾃｨｸ

自動追尾トータルステーション

inteligent Totak Station

iXシリーズ

TLS・UAV・MMSで取得したデータを１つで点群生成、データ

合成が可能!

3D 点群処理ソフトウエア

Magnet Collage

世界初！*トータルステーションでカメラ位置を測定する

標定点設置・計測が不要！

大幅な生産性向上を実現！

写真測量システム TSトラッキングUAS

QZSSに対応。高感度で安定した観測を実現!

優れた耐環境性能IP67

GNSS

GCX3 GCX2

より速く!より高精度!に3次元の世界

を切り拓く車両が加速する！

MMS(モービルマッピングシステム）

SOKKIA iXシリーズにｵﾝﾎﾞｰﾄﾞで

動作する横断観測システム

TraceMasterMulutiX-Field
Onboard

TraceMasterMulutiX-Eco

短時間で高効率・低コストで３D空

間情報の構築が可能！

Mobile Mapping System

IP-S3 HD1



地籍調査と

法14条地図

整備の業務

を支援する

土地情報管

理システム

V-nasの利便性はそのまま

に、抜群のコストパフォーマ

ンスを発揮

「V-nas」の機能･操作性を

踏襲しています。2次元

CADなら「V-nas」、3次元

CADなら「V-nasClair」。

アイサンが提供する製品・サービスをご紹介します。

電子自動整準リアルグリー

ンラインレーザー墨出器 G-

440SR

リｰグルジャパン株式会社

UAV レーザースキャナー

地上レーザースキャナー

ドローンに搭載可能なグリーンレーザースキャナ

・地上から水底まで地形を素早くスキャン

・濡れた対象物も計測可能

・河川計測も可能 地上と水底の3次元形状を面的に測定



産業用ドローン

Matrice210

Trimble Business Center Pro は、2次元成果を目的とする一般測量はもちろんのこと、

「陸・海・空」においてUAV/地上レーザースキャナで計測した3次元点群データの編集から、

2D-CAD、3D-CADによる汎用編集、各種土量計算、また、 起工測量、3次元設計

データ作成、出来高数量算出、出来形管理帳票の作成など、国土交通省が推進するi-

３D空間ソリューション

株式会社きもと





会 社 名

住 所 特S1
CPDS

B31

御 氏 名 A21
CPDS

B32

部 署 ・ 役 職 A22
CPDS

B33

T E L A23
CPDS

B34

FAX ・ mail A24
CPDS

B35

受付完了印欄

　　　　　　　　　　　　　　　　様

・

・

※ご希望のセミナーに〇を入れてください。

【受付完了した場合は、受付欄に捺印後返信させて頂きます。】

※ 個人情報の取り扱いについて、下記内容にご同意の上お申し込み下さい。
１．弊社は、お客様からご提供頂く個人情報の保護の為個人情報保護方針を定めています。ご提供頂いた個人情報は、個人情報保護方針と弊社社内

規定に基づき管理・取り扱わせて頂きます。なお、弊社個人情報頬ご方針、個人情報の取り扱い等につきましては、【弊社ホームページ

（URL)http://www.kojoh.co.jp/privacy/】にて、公開しておりますので詳細をご確認下さい。

２．お申込書にご記入いただいた情報は、本セミナーの申込み及びお問い合わせや情報・苦情に対する内容確認や連絡の他、商品及びサービスの情報提

供に御利用させて頂き、他の目的で利用することはありません。

３．お申込書にご記入いただいた情報は、あらかじめ本人の同意を頂いている場合を除き、弊社社内規定に基づき、弊社セミナーに協力頂いております会社

のみ取り扱い、その他の第三者には一切提供いたしません。共同利用にあたっては、弊社が責任区となります。

４．お客様ご自身の個人情報に関するお問い合わせがございましたら下記窓口までご連絡下さい。

※お申込みいただいた場合は、同意頂けたものと致します。

※お申込は１人ごとにでのお申し込みでお願い致します。

CPDS認定をご希望の方は、5ユニットセットのセミナーとなります。従ってユニットの希望者は、5セミナーの受講が原則とな

りますので、宜しくお願い致します。

定員５０名セミナー申込書

Ｆ Ａ Ｘ 097-536-3266
E-mail:satoh@kojoh.co.jp

👇お 申 し 込 み は こ ち ら へ 👇

※ この講習会のCPDSの学習履歴申請は主催者が行います。ユニット希望者は、CPDS認定技

術者証と身分証明書（免許証）等を必ずご持参ください。

※セミナーのお申し込みは1社3様までとさせて頂きます。
※定員になり次第締め切らせて頂きます。

担当:佐藤

地下２階 B2-203～B2-212会議室

６月１２日(水)
10:00～ 17:30

定員 ５０名


