
【 同時開催イベント 】

ご出展のご案内

http://www.f2ff.jp/lbj/

会期

会場

主催

運営

来場予定数

後援(2019年実績)

展示会 / カンファレンス 2020年4月13日(月)～15日(水)

幕張メッセ

Location Business Japan実行委員会

株式会社ナノオプト・メディア

約14万人 ※同時開催イベント含む

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局、 総務省、 経済産業省、 国土交通省、
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、
一般社団法人屋内情報サービス協会、 特定非営利活動法人日本フォトニクス協議会、
一般社団法人セキュアドローン協議会、 一般社団法人測位航法学会、
一般社団法人日本Web協会、 一般社団法人日本ドローン協会、
一般社団法人日本ドローンコンソーシアム、 一般社団法人日本UAS産業振興協議会、
一般社団法人日本リモートセンシング学会、 一般財団法人日本情報経済社会推進協会、
インターネットITS協議会、 日刊工業新聞社、 World Wide Web Consortium(W3C)
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来場対象者

自治体、施設管理、商業施設管理、公共交通事業者、
サービス関連、電気・ガス分野、エネルギー分野
---
撮影・映像、組み込みメーカー
---
マーケティング、EC事業者、新規事業開発
---
物流、輸送、測量分野、警備・監視、農林・水産
---
スポーツ関連企業、スポーツ施設運営企業、健康組合、介護、病院
プロスポーツ競技団体、スポーツ小売・量販店・問屋

ロケーションビジネスジャパン 実行委員（2019年実績）

http://www.f2ff.jp/lbj/

出展対象関連技術

■空間情報活用技術に関連した各種製品・サービス

・屋内測位技術、準天頂衛星活用、ドローン、リモートセンシング、基盤地図、IoT、AR
ITS、自動運転、ナビ、産業向け製造工程管理、スマホアプリ、GIS、LiDAR、MaaS
O2O/ロケーションベースマーケティング、物流向けサービス、スポーツテックなど

神武 直彦
石井 真
牛田 圭一
河口 信夫
蔵田 武志
坂下 哲也
塩野崎 敦
鈴木 まなみ
砂原 秀樹
関 治之
西尾 信彦
春山 真一郎
箱田 慶太

慶応義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
測位衛星技術株式会社 取締役
株式会社リクルートライフスタイル 執行役員
名古屋大学 未来社会創造機構 教授
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間情報研究部門 上級主任研究員
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常務理事・電子情報利活用研究部部長
クウジット株式会社 取締役 空実コンサルタント
一般社団法人MA 代表理事 / CivicWave主宰者
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授
合同会社ジオリパブリック 代表社員/CEO
立命館大学 情報理工学部 教授
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
ヤフー株式会社 ローカル検索ユニット ユニットマネージャー
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ロケーション ビジネス ジャパン / ～（Positioning) から動（Mobility）へ～

2012年の初開催以来「ビジネス基盤として正確な位置情報を特定する技術
（Positioning)」を応用したビジネスを一貫して紹介してきたロケーションビジネスジャパン（LBJ）。
いよいよこれからは「測定した位置情報をもとにヒト・モノが自在に動く（Mobility)」ことで
様々なイノベーティブなサービスが生み出される第二フェーズを迎えました。
この重要な『静から動の第二フェーズ』、大きなビジネスの胎動の波を感じるための
イベントとして開催します。
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準天頂衛星活用ゾーン

【出展対象製品/サービス】

・受信機
・ビーコン活用
・ドローン測量
・I-construction
・自動運転
・歩行ナビゲーション
・災害情報配信

位置情報ビッグデータゾーン

【出展対象製品/サービス】

・オープンデータ
・匿名加工情報
・移動履歴
・ロケーションマーケティング
・行動分析
・ビッグデータ活用、解析
・交通情報、MaaSサービス
・位置情報ゲーム
・LiDAR
・センシング

http://www.f2ff.jp/lbj/

各企画ゾーン

《 出展料金内訳 》
■ 出展スペース(1小間/3m × 3m = 9㎡)
■ バーコードリーダーレンタル(1社1台)
■ 公式Webサイトへの貴社PR掲載
■ 展示会招待券の提供

■ 小間単価 / 3m x 6m / 18㎡：通常 ¥840,000 →特別価格 ¥600,000(税別)

※小間位置事務局指定
※特別価格は早期割引期限まで
※ 各申込期限を過ぎた場合は、上記のメリットがご提供されない場合がございます。

【来場対象者】

・自治体関係者
・施設管理
・商業施設管理
・公共交通事業者
・サービス関連
・電気・ガス分野
・エネルギー分野 など

【来場対象者】

・マーケティング
・EC事業者
・新規事業開発
------------
・物流
・輸送
・測量分野
・警備・監視
・農林・水産 など



http://www.f2ff.jp/lbj/
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次世代モビリティゾーン NEW!!

【出展対象社/製品/サービス】

●デジタル技術により、「次世代モビリティ」分野に
新規参入・イノベーションを推進している企業
・携帯電話事業者・関係者
・新規サービス・アプリ開発企業
・ネット関連サービス提供企業
・交通関連システム開発・提供事業者
・スタートアップ企業

●車両関連メーカー
・電気自動車 ・自動運転車 ・低速小型車
・関連部品メーカー
・電動車椅子 ハンドル形電動車椅子
・電動二輪車 電動アシスト自転車
・福祉車両・福祉機器
・足こぎ型車椅子 手こぎ型車椅子・自転車 など

●自動運転関連テクノロジー
センシング/ADAS技術、IoTソリューション、ダイナミックマップ
サイバーセキュリティ、設計・開発ソリューションなど

●MaaSなど、新たな交通サービス提供に取り組む事業者
・自動車メーカー・鉄道・公共交通・配車サービス・
シェアリングビジネス・ライドシェア・自動車
(タクシー、レンタカー、自家用車)、自転車 他

スポーツテックイノベーションゾーン NEW!!

【出展対象社/製品/サービス】

スポーツイベントを軸にしたオープンイノベーション
を創出する企業

AR/VR
ウエアラブルメーカ
サイネージメーカ
IoT/AI
ハプティクス
ブロックチェーン 他

【来場対象者】

スポーツ関連企業
スポーツ施設運営企業
健康組合、介護、病院
プロスポーツ競技団体
スポーツ団体・協会

スポーツ小売・量販店・問屋
放送関連事業者 など

【来場対象社】

自動車メーカー
自動車部品メーカー
法人自動車ユーザ
自治体関係者
施設管理
商業施設管理
公共交通事業者
サービス関連
電気・ガス分野
エネルギー分野 など



多彩なプロモーションツールで、会期前から会期後までサポート

会期中に実施する展示ブースでのキャンペーンや新製品情報などを投稿し、自社展示ブースへの動員促進にご活用下さい。
本ニュースは、オフィシャルWebサイト上のトップページにて掲載を致します。

常に最新ニュースを表示し、それ以外のニュースも格納されて常時閲覧が可能でございます。

毎年会期初日の夜に開催をしているVIPパーティー
政府関係者、講演者、出展企業、学術団体から研究機関のトップが参加し業界を交流の場をご提供させて頂いておりま
す。

Interop Summit（同時開催展も含む）

ニュース投稿

http://www.f2ff.jp/lbj/
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会場の様子







お問合せ先
株式会社ナノオプト・メディア

Location Business Japan 2020 運営事務局 セールス担当
〒163-1512

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー12階
TEL：03-6258-0590 FAX：03-6258-0598

Email：sales-info@f2ff.jp

http://www.f2ff.jp/lbj/
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