
出 展 者 名 主 な 出 展 内 容

 A i-Construction導入を促す建設技術革新CIMフェア
株式会社アイエステー w ドローンによるレーザスキャナ計測サービス

アイサンテクノロジー株式会社 より正確な位置を求める解析技術をご提案

株式会社アクティオ VR関連機器・防災機器・情報共有システム

エコモット株式会社 w ＡＩ/ＩｏＴ活用の安全対策技術

株式会社加藤建設　 地盤改良技術・圧入技術

九電グループ　西日本技術開発株式会社 災害情報共有アプリ・先端CIM/VR活用

国際技術コンサルタント株式会社 w 最新３Dレーザー計測・モデリングサービス

公益社団法人地盤工学会九州支部/
地盤品質判定士会 地震と豪雨・洪水による地盤災害へのケア

株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン ICT技術の普段使い（最新機器のご紹介）

株式会社ネクスト 作業者の腰の負担を４０％軽減するロボット

株式会社ホーシン 九州支店 ２Dマシンガイダンスと土木資材(足場等)

株式会社ヤマックス プレキャストコンクリートの接合技術と製品

ライト工業株式会社　九州統括支店 w 法面処理・地盤改良工事のi-CT先進技術

株式会社ワイビーエム Y-LINK 全自動施工管理制御システム

 B 設計・施工
株式会社熊本ヤマウ L型擁壁用の自在コーナーブロック

株式会社サムシング 地盤調査・地盤改良・地盤保証

GIコラム研究会 ＧＩコラム工法（軟弱地盤改良工）

株式会社セリタ建設 w 道路・農業土木・幅広く使える地盤改良工法

全国型枠工業会九州支部(事務局:タカムラ総業(株)) 短納期・急速施工に対応可能な残存型枠

有限会社太悦鉄工 抜けにくい！でも抜きやすい強力ペグ

大起理化工業株式会社 土壌を撮影可能なVidoe-CONEのご紹介

トミナガコーポレーション株式会社・
東亜道路工業株式会社 アスファルトの再加熱工法「ストリートプリント」

日本SPR工法協会九州支部熊本分会 管路更生(SPR･オメガライナー)工法

日本製鉄株式会社　 鋼材を中心とした国土強靭化ソリューション

日鉄ステンレス株式会社　 水インフラへの二相ステンレス鋼のご提案

日鉄エンジニアリング株式会社　免制震技術、システム建築（短工期実現）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社　 資源と人をつなぐ　日鉄P&E
日鉄建材株式会社　 自然と共存し安全な暮らしを守ります

ジオスター株式会社　 GEOSTRの提案する国土強靱化製品

古河ユニック株式会社/ユニック九州販売株式会社 環境対応型ユニッククレーン

株式会社前田技建工業 クリーンルーム仮設間仕切・シンクウォール

協同組合Masters   w
土留部材引抜同時充填工法研究会 鋼矢板を安心して引抜けるオンリーワン技術

三井化学産資株式会社 ジオテキスタイル補強土壁工法

株式会社未来樹脂 水路における浮上・漏水・洗掘リスクを解消

 C 維持管理・長寿命化
アイレック技建株式会社 地中レーダ等の非破壊探査機器

一般社団法人IPH工法協会 コンクリート構造物の長寿命化対策技術

株式会社エスイー九州支店 環境防災製品・超高強度繊維コンクリート

沖電気工業株式会社 IoTによるインフラの維持管理技術と製品

株式会社ガイアート九州支店 w 縦溝粗面型ハイブリッド舗装（FFP)

株式会社カナサシテクノサービス 経年劣化水槽の補修事業

共和ゴム株式会社 ボルトナット防錆キャップ「まもるくん」

クリスタルライニング工法協会 マンホール耐震補強などパネルでの説明

山王株式会社 橋梁用目地補修工法

スワエール協会 ポリウレア樹脂瞬間硬化コーティング工法

株式会社太平洋コンサルタント コンクリート構造物の調査・診断

太陽計器株式会社 コストを抑えた構造物長期計測技術

株式会社筑豊製作所/株式会社計測技術サービス 最小・最軽量　純国産の鉄筋探査機

国立研究開発法人 土木研究所 創造的復興に寄与する土木研究所の開発技術

西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 安全・安心を支える維持管理技術と製品

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社 道路維持管理技術と製品

株式会社日本インシーク ３Dレーザー点群測量と活用

公益社団法人日本エクステリア建設業協会　熊本県支部 ブロック塀の耐震診断・耐震技術

発泡ウレタン空洞注入協会 w トンネル裏込補修用ウレタン注入工法

パルテム技術協会　九州支部 管路更生工法協会

日之出水道機器株式会社 鋳鉄による維持管理・長寿命化資器材

出 展 者 名 主 な 出 展 内 容
メインマーク株式会社 業務を止めずに床の傾きを修正する特許工法

ラバファルト株式会社 傷んだ舗装・クラックの維持補修

 D 防災・災害・安全対策
RBPウオール工法協会 w 切土法面全体の安定性を高める工法

旭化成アドバンス株式会社 
建材本部 環境資材事業部 災害に強く自然環境に調和した工法の提案

アストロデザイン株式会社 人間が身に着けて撮影を行う携帯型カメラ

エポコラム協会九州支部 =低コスト・短工期　大口径地盤改良技術＝

株式会社オルテック 耐震対策金具POMシリーズ

開成工業株式会社 無動力で起立し閉扉する浮体式陸閘ゲート

ガデリウス・インダストリー株式会社 土豪に代わる設置型水害対策用止水板

上北建設株式会社 道路工事でのもらい事故抑制に貢献する製品

三和コンクリート工業株式会社 安全で住みよい社会を目指す製品

JFEグループ
 JFEスチール株式会社　
 ＪＦＥ建材株式会社
 ＪＦＥ商事テールワン株式会社
 ＪＦＥシビル株式会社
 ＪＦＥテクノワイヤ株式会社
 株式会社ロールマットジャパン

JFEの防災減災の商品・工法

Geo BANK工法研究会 落石等から保全対象物を防護する工法

昭和コンクリート工業株式会社　天斜対応可能ガードレール用L型擁壁
全国トース技術研究組合 ａｔｔａｃ工法説明用実物模型

株式会社ソーキ w 簡単・手軽・安価な無線式傾斜監視システム

株式会社ソニック 超音波式風向風速計・室内気流測定用風速計

株式会社ダイクレ FRP製格子状受圧板「グリーンパネル」

株式会社ダイワテック 自然エネルギーを利用したエコロジーハウス

東亜グラウト工業株式会社 柔構造物工法による防災・減災

東興ジオテック株式会社 防災・環境対策に配慮した法面、地中技術

日本ライナー株式会社 世界中で使用されている樹脂製仮設規制材

一般社団法人日本鉄鋼連盟 国土強靭化に資する鋼構造技術のご紹介

ハイジュールネット工法研究会 落石・崩壊土砂対策用高エネルギー吸収柵

PAN WALL工法協会 w 防災・減災の地山補強土工法

日野興業株式会社 防災・災害時復興支援

株式会社福山コンサルタント ＡＩを活用した中小河川の水位予測

不二高圧コンクリート株式会社/ＰＥＣ協会 堤防裏法尻の補強工とドレーン工対応製品

フリー工業株式会社熊本営業所 仮設型枠・解体不要の残存化粧型枠

プレキャスト雨水地下貯留施設協会 災害から都市の安全と水環境を保全する

一般社団法人プレストレスト・コンクリート
建設業協会　九州支部 プレストレストコンクリート橋の模型展示

株式会社MIYOSHI カンタン監視カメラG－camシリーズ

レジェンドパイプ工法協会 推進工法による地すべり対策・液状化対策

株式会社和建 仮設落石防護柵商品

 E 環境・リサイクル
旭化成エヌエスエネルギー株式会社/
旭化成アドバンス株式会社 石炭灰の有効利用高強度コンクリートの提案

株式会社アミカテラ 植物由来で完全生分解可能な非プラのご紹介

株式会社イマギイレ 自然災害からの復旧・復興をサポートします

株式会社環境新聞社 環境ビジネスの専門紙！

株式会社九州ハイテック 各種床用ガラス系コーティング剤の紹介

自然と未来株式会社/エム・テック株式会社 くまもとの地域エネルギー　くまエネ１００

日本建設技術株式会社 発泡廃ガラス「ミラクルソル」環境改善工法

 F 地震対策
株式会社片平新日本技研 既設道路橋の耐震対策事例紹介とCIM技術

熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター
減災型社会システム部門 減災型社会システム実現のための対応策

KBドレーン工法協会 非開削式液状化対策工法

下水道既設管路耐震技術協会
九州・沖縄支部 非開削で行う既設マンホールの地震対策工法

金剛株式会社 地震対策アイテムを紹介・展示します

高原木材株式会社 木材を使用した地盤改良・液状化対策工事

南海電設株式会社 PLUM法対応緊急地震速報と気象観測装置

株式会社日立インダストリアル
プロダクツ 地震災害減災のための遠心場加振装置

出 展 者 名 主 な 出 展 内 容

 G 熊本発 防災衣・食・住関連製品フェア
合資会社一期﨑畳店 軽くて柔らかく、洗えて何度でも使える置畳

九州電力株式会社
 株式会社キューヘン
 九電テクノシステムズ株式会社
 ニシム電子工業株式会社
 九電産業株式会社

九電グループが提供する防災対策商品
非常用電源として重要負荷へ電力供給が可能
移動可能な大風量スポットエアコン
完全自己処理型水洗トイレ
火と水を使わずに加熱・加温できる非常食

熊本ヤマハ株式会社 最新エアーテント、安全にどこでも設置

まいにち株式会社 やっぱり、トイレは我慢できない

マルキ株式会社 揖保乃糸を使った防災食

 H 津波・風水害・噴火対策
国土交通省　九州地方整備局 防災への取り組みについてパネル等を展示

日本エフ・アール・ピー株式会社 防水扉　寝ずの番

株式会社光レジン工業 津波対策用屋内設置型小型シェルター

株式会社肥後銀行 肥後銀行移動店舗車「ハモニカー」

 I 避難・備蓄・火災・救助対策
アクティブデザイン株式会社 蓄電システムとペレットストーブ

株式会社イガラシ 特許取得　災害対策ポンプ内蔵エアーマット

株式会社大村商会 応急給水組立式タンク　ホリフトウォーター

株式会社カンバーランド・ジャパン 防災拠点や仮設住宅に活用されている製品

株式会社サニックス/エレテクス株式会社 備えて安心、LPガス発電機、浄水器、トイレ

シェアクレスト株式会社 電話による音声避難警報サービス

島田商事株式会社 愛車で車中泊が出来るベットキット&テント

株式会社信防エディックス 避難所向け備蓄資材

株式会社ナテック 防災用品の販売・BCP対策のご提案

株式会社ニチボウ 消防・防災訓練機器製品の展示

はあもにい管理運営共同企業体 防災出前講座や施設等の紹介をします

株式会社ミズノマリン 津波救命艇シェルターと水難救助艇の出展

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 災害時の飲料水確保　地下水膜ろ過システム

株式会社ＬＩＸＩＬ w 災害時にいつも通りに使えるトイレ

 J BCP・IT-BCP
I・T・O株式会社 LPガスから都市ガスと電気を作るシステム

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　熊本支店 BCP策定支援・ハザードマップ情報提供

株式会社イトーキ オフィス空間のBCP対策（減災建材）

AIG損害保険株式会社 防災協定補償、BCP、リスクマネジメント

NTTファシリティーズ 機器を守る免震装置とUPS

FKK株式会社 電力レスで発光する蓄光フレキシブル照明

株式会社 CANAK 無から水を創り出すウォーターメーカー

国土防災技術株式会社　九州支社 防災教育教材と高耐食・高耐力アンカー工法

コンボルト・ジャパン株式会社 国内初！防油堤不要！コンボルト屋外タンク

株式会社JX通信社 w SNSからAIが災害情報を収集＆配信

芝浦電子工業株式会社 w 緊急時みんなに伝わるコミュニティ無線放送

株式会社Ｓｐｅｃｔｅｅ w AIを活用したSNS緊急情報速報サービス

株式会社TD衛星通信システム 災害時の通信手段・衛星ブロードバンド

THK株式会社　熊本支店 免震製品。耐震・免震の違いを体感

株式会社テンフィートライト w マンション・地域住民の情報共有サービス

日本電気株式会社 高度自然言語処理プラットフォーム

株式会社富士電工 直流電源装置・蓄電池設備の設計・製作

 K 研究・技術シリーズ
崇城大学 農産品を活用した栄養バランス保存食の開発

公益財団法人地方経済総合研究所 「熊本地震と地域経済｣ 等の調査研究物

一般社団法人日本応用地質学会　九州支部 災害調査研究事例

 M 国・自治体等
熊本県　産業支援課 熊本県の最新復興状況の紹介、FCVの展示

熊本市 熊本市における防災への取り組みについて

日本赤十字社熊本県支部 特殊医療救護車両などの展示

農林水産省　九州農政局 九州農政局の農村振興への取り組み

益城町 益城町の復旧・復興と新たなにぎわいづくり

陸上自衛隊 災害派遣等で使用する装備品

出 展 者 名 主 な 出 展 内 容

 A 交流の活性化を促す公共交通・旅客輸送事業
天草エアライン株式会社 天草から福岡・熊本・大阪間を結ぶ航空会社

くま川鉄道株式会社 10月1日で30周年を迎えた　くま川鉄道です

熊本国際空港株式会社 交流人口の拡大による創造的復興への貢献

一般社団法人熊本県物産振興協会 熊本のお菓子・食品・くまモングッズ販売

肥薩おれんじ鉄道株式会社 九州西海岸を走る鉄道・沿線素材の観光列車

一般社団法人人吉温泉観光協会 人吉市の観光・宿泊お問い合わせください

南阿蘇鉄道株式会社 被災状況と今の取り組み・南鉄グッズの販売

 B 運輸・倉庫設備・保管機器
公益社団法人熊本県トラック協会 トラックは生活と経済のライフライン

株式会社永井運送 最善のサービスで世の中の発展に貢献する

松木運輸株式会社 危険物倉庫、立体自動倉庫等の営業倉庫

出 展 者 名 主 な 出 展 内 容
株式会社三松物流システム 建築確認対応のコンテナハウス

 C 商用車・各種運搬車両・運行管理システム
株式会社ナガノ 超軽量で耐久性の優れたアルミ製運搬台車

矢崎エナジーシステム株式会社 運行管理システム(デジタコ.ドラレコ)

 D 包装技術・搬送機器・搬送システム
株式会社大村商会 パレットをかがまずに梱包する電動式結束機

ジェイピーネクスト株式会社 人手による重量物の運搬に役立つリフター

トヨタL&F熊本株式会社 水素を燃料とした「燃料電池フォークリフト」

 E IoT関連・情報・通信システム
株式会社エル・スリー・ソリューション 貨物積み降ろし受付予約システム

一般社団法人熊本県ドローン技術振興協会 ドローンの安全教育、各種資格取得支援機関

熊本大学　熊本創生推進機構 熊本大学の研究シーズを紹介します

出 展 者 名 主 な 出 展 内 容
DIDA熊本(熊本県ドローン産業推進協議会) ドローンの利活用によるビジネスモデル構築
THK株式会社  熊本支店 免震製品。耐震・免震の違いを体感

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 農業と食品産業の発展のための研究開発機関

マスプロ電工株式会社 マスプロのRFIDソリューション

 F 企業誘致・物流拠点整備・関連施設開発・管理運営
熊本県よろず支援拠点
（（公財）くまもと産業支援財団） 経営上の各種相談に専門家が対応します

公益社団法人日本包装技術協会　2021東京国際包装展のご案内

 K 研究・技術シーズ
熊本高等専門学校　建築社会デザイン工学科 防災・減災に関する研究成果を展示します

 M 国・自治体等
熊本県 企業立地課 県内港の案内、クルーズ拠点整備状況の案内

創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェアin熊本　出展者一覧（分野別50音順）

人流・物流 生産性向上フェアin熊本　出展者一覧（分野別50音順）
W は出展者ワークショップを行います。



協力 : 陸上自衛隊 M04・S07 協力 : 日本赤十字社熊本県支部 
 M02

協力 : 熊本県 M01 協力：トヨタL&F熊本㈱
 L07

協力 : 肥後銀行 S01

●移動ATM
　【ハモニカー】の展示

●燃料電池車両FCV
　の展示

●燃料電池
　フォークリフト
　の展示

●自衛隊の特殊車両・
　災害救助装備品
　などの展示

企画展示・併催行事 ※車両・装備品の展示については、変更、中止する場合がございます。

1 10:20～12:20 セミナー会場１

創造的復興に寄与する土木研究所の開発技術
 協力：国立研究開発法人土木研究所
①市町村災害情報共有システム
（国研）土木研究所 ICHARM主任研究員 傳田 正利氏
②チタン箔による鋼構造物塗膜の補強工法
（国研）土木研究所 iMaRRC主任研究員 冨山 禎仁氏
③コンクリート橋桁端部に用いる排水装置
（国研）土木研究所CAESA総括主任研究員 田中 良樹氏
④トンネル補強工法（部分薄肉化PCL工法）
＜共同開発者＞PCL協会会員 ジオスター㈱技術統括本部　設計・開発チーム課長 藤原 慎八氏

2 10:30～12:00 セミナー会場２

自衛隊における災害派遣活動の現状と平素の取組み
ー国民の負託に応えるためにー
自衛隊熊本地方協力本部　本部長 仲西 勝典氏

3 10:50～12：00 中会議室

ご存知でしたか?　我が国で最も先進的な熊本市の公共交通政策を!
―熊本市公共交通協議会からくまもとMaaS研究会へ― 協力：熊本大学
熊本大学　大学院先端科学研究部　教授 溝上 章志氏

4 11：00～12：00 コンベンションホール

益城町の復旧・復興と新たな「にぎわいづくり」
益城町　町長 西村 博則氏

8 13:00～14:00 セミナー会場１

物流の生産性向上に寄与するトラック予約システム
㈱エル・スリー・ソリューション 代表取締役社長 樋口 恵一氏

5 13:15～14:15 セミナー会場２

九州地方整備局の災害対応について
国土交通省九州地方整備局　総括防災調整官 川野 晃氏

6 13:15～14:45 中会議室

過去の事例から学ぶBCPセミナー
MS＆ADインターリスク総研㈱ 事業継続マネジメント第2グループ グループ長 砂川 直樹氏

7 13:30～16:30 大会議室

製造業における第４次産業革命普及啓発セミナー
①第４次産業革命の最新動向とその本質
㈱野村総合研究所　コーポレートイノベーションコンサルティング部　上級コンサルタント 梶野 真弘氏
②産業用ロボットの意義とその活用手法について
㈱未来創造技術研究所　代表取締役 宮川 孝文氏

9 14:15～15:15 セミナー会場１

「物流の危機」が及ぼす影響
～経済成長と人口減少～ 協力：（公社）熊本県トラック協会

（公社）熊本県トラック協会 会長 住永 豊武氏

10 14:30～15:00 セミナー会場３

無償特許を活用した熊本地震からの復興ビジネスの提案
中国電力㈱エネルギア総合研究所 亀崎 真之介氏
九州電力㈱テクニカルソリューション統括本部　総合研究所 木元 和彦氏

11 14:30～16:00 セミナー会場２

サプライチェーンのリスクマネジメント
～熊本地震におけるものづくり企業の生産復旧に学ぶ
立命館大学　経営学部　教授 西岡 正氏

●特殊医療救護車両
　などの展示

時間 テーマ 企業・団体名

A

1 10:30~11:00 UAV三次元設計モデルを用いた住民説明について 株式会社アイエステー
2 11:00~11:30 最新3Dレーザー計測・モデリングサービス 国際技術コンサルタント株式会社
3 11:30~12:00 法面処理・地盤改良工事のi-CT先進技術の紹介 ライト工業株式会社　九州統括支店
4 13:00~13:30 ICT(AI/IoT)を活用した防災・減災対策 エコモット株式会社

C 5 13:30~14:00 縦溝粗面型ハイブリット舗装「フル・ファンクション・ペープ（FFP）」 株式会社ガイアート
6 14:00~14:30 Tn-p工法/発泡ウレタンでトンネルを災害から守る 発泡ウレタン空洞注入協会

D
7 14:30~15:00 急勾配法面の安定性を高める「RBPウォール工法」 RBPウォール工法協会
8 15:00~15:30 手軽に防災監視。無線式傾斜監視システム「チルフォメーション」 株式会社ソーキ
9 15:30~16:00 防災・減災の地山補強土工法/PAN WALL（パンウォール）工法 PAN WALL工法協会（矢作建設工業株式会社）

出展者ワークショップ ※ワークショップは、聴講整理券の発行はありません。会場へ直接お越し下さい。受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。
A  i-Construction 導入を促す建設技術革新CIMフェア　C  維持管理 •長寿命化　D  防災・災害 •安全対策

講演会プログラム
事前申込制／聴講無料水水20 ■開講時間が重複する講演会を同時にお申し込みする事はご遠慮下さい。（また、講演中の途中退席はお控え下さい。）

■セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。
■聴講整理券をお持ちでない方も、席に余裕がありましたらご聴講いただけます。当日名刺をお持ちください。
■聴講申込みはホームページよりお願い致します。

12 10:20～12:20 中会議室

創造的復興に寄与する熊本大学防災・減災技術セミナー
 協力：熊本大学
①まちづくりに貢献する防災・減災のデザイン
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 
  准教授　星野 裕司氏
② 地域の大学が連携した減災型地域社会リーダー 
養成の取り組み
熊本保健科学大学 理事長 﨑元 達郎氏
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター  
 准教授 藤見 俊夫氏

13 10:30～12:30 セミナー会場２

地盤を知って防災・減災、避けよう宅地トラブル
 協力：（公社）地盤工学会九州支部／地盤品質判定士会
①地盤を知って得をしよう
地盤品質判定士会（基礎地盤コンサルタンツ・九州工業大学）
 　田上 裕氏
②地盤をしらないと損をする
地盤品質判定士会（諏訪技術士事務所） 諏訪 靖二氏

14 11:00～11:40 セミナー会場３

中小企業の強靱化に向けて
九州経済産業局　中小企業課長 池部 素子氏

15 11:00～12:00 セミナー会場１

農業用ため池における防災・減災対策
九州農政局 農村振興部防災課 課長 石山 明彦氏

16 13:00～14:00 セミナー会場１

九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクトの紹介
（国研）農研機構 食品研究部門 食品加工流通研究領域長 石川 豊氏

17 13:15～15:15 会場３

国土強靱化最前線
①国土強靱化に向けた最近の取組について
内閣官房国土強靱化推進室　参事官 高石 将也氏
②国土強靱化　最新活動事例報告「災害関連死ゼロに向けて」
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会　レジリエンスジャパン総研所長 金谷 年展氏
一般社団法人日本作業療法士協会　常務理事　災害対策室室長 清水 兼悦氏

18 13:20～15:20 中会議室

創造的復興に寄与する熊本大学防災・減災技術セミナー
 協力：熊本大学
①音とロボットで探る海の環境
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 准教授 秋元 和實氏
②熊本地震と地下水 ～水質は変わんなはったとだろうか?
熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 教授 川越 保徳氏

19 13:30～15:30 コンベンションホール

海洋廃プラスチック問題について
① 海洋プラスチックごみ問題対策と資源循環政策を巡る 

最近の動向について
経済産業省　産業技術環境局　資源循環経済課　課長補佐 末藤 尚希氏
② 植物繊維利用によるプラスチック代替商品の研究開発
株式会社アミカテラ　代表取締役会長／工学博士 増田 厚司氏
株式会社アミカテラ　取締役／繚昇機械企業有限公司 董事長／工学博士 王 正雄氏

時間 テーマ 企業・団体名

I 10 10:30~11:00 LIXILがご提案する「いつもと同じ、みんなのトイレ」災害配慮
「レジリエンストイレ」 株式会社LIXIL

B 11 11:00~11:30 土留部材引抜同時充填工法 協同組合 Masters 
土留部材引抜同時充填工法研究会

12 11:30~12:00 マッドミキサー工法 株式会社セリタ建設

J

13 13:00~13:30 AIがSNS上からリアルタイムに災害情報を収集 株式会社JX通信社

14 13:30~14:00 災害時だけ繋がるSNSで、マンション居住者が情報共有することにより
助け合い（共助）が生まれ、マンション管理会社の人的負担が軽減します。 株式会社テンフィートライト

15 14:00~14:30 緊急時こそ安心する声を伝えたい 芝浦電子工業株式会社
16 14:30~15:30 AIを活用したSNSからの緊急危機管理情報の収集とその有効性 株式会社Spectee

出展者ワークショップ ※ワークショップは、聴講整理券の発行はありません。会場へ直接お越し下さい。受付にて名刺をご提出していただく場合がございます。
I   避難・備蓄・火災・救助対策　B  設計・施工　J  BCP・IT-BCP

講演会プログラム
事前申込制／聴講無料木木21 ■開講時間が重複する講演会を同時にお申し込みする事はご遠慮下さい。（また、講演中の途中退席はお控え下さい。）

■セミナーの講師／テーマ／会場については、予告なく変更、中止する場合がございます。
■聴講整理券をお持ちでない方も、席に余裕がありましたらご聴講いただけます。当日名刺をお持ちください。
■聴講申込みはホームページよりお願い致します。

●CPD・CPDS単位認定
受講証明をお渡しします。
単位数・ユニット数・交付時間・
交付場所はホームページをご覧く
ださい。

●九州地方整備局の
　災害対応についての
　パネル展示
 国土交通省九州地方整備局 M08

●益城町現地案内ツアー
20日・21日　各日３回予定
　益城町ブースにて受付（先着順、定員20名程度）
　　　　 ※定員については、運行する車種により変更の場合あり
　参 加 費：無料
　所要時間：60分程度
　行　　程：災害公営住宅の建設現場など復旧の現状が分かる場所

●学生ウェルカモンブースの設置
学生の皆さんの疑問・質問に 
現役技術者・専門家がお答えします。
お気軽にお立ち寄りください。

● ドローンフライト
シミュレーター体験

シミュレーターを使用して飛行
体験を行います。（先着順） 
 協力：DIDA熊本 L17

●「被災文化財復旧情報
発信パネル展示」
熊本地震における被災文化財の
復旧状況をパネル展示します。
 協力:熊本県 M09


