
開催にあたって

この度、SATEX実行委員会の主催により「衛星測位・位置情報展2020」を11月4日（水）から11月6日（金）の

3日間、東京ビッグサイトにて開催する運びとなりました。初開催よりこれまで、衛星測位技術及び位置情報

アプリケーションの普及に向けたさまざまな技術的課題の解決や新たな用途・活用方法を提案する展示会

として多くの関係者の皆さまに積極的なご参画をいただき、今年で6回目の開催を迎えます。

2020年は7月に江の島においてセーリングワールドカップが開催、オリンピック、パラリンピックが東京で

も開催される予定であり、位置情報・時間情報（いつ、どこ）がスポーツ分野でも活発に利用されるようになっ

ています。

位置情報・時間情報は、コンピュータも、ロボットも、更にはデータ解析においても、｢ユニークにモノ・コト

を識別する｣ための重要な情報です。技術の進展は、｢如何に細かい粒度でモノ・コトを識別するか｣を追及

していると言っても過言ではありません。準天頂衛星システムも今後、7機体制に向けた整備が促進され、ま

た屋内測位も活発に行われており、少子高齢化に伴う生産性向上に位置情報・時間情報はこれまで以上に

活発に利用されていくことになるでしょう。

SATEXはまた、衛星測位・位置情報の新たな社会実装の姿を発信していく場でもあり、それを創出するた

めの機会を作る企業と企業とのマッチングを2019年開催から推進しています。昨年の開催でも、産業が横

断的に連携するConnected Industryを具体化する企業同士の出会いが促進され、新たなイノベーションを

創出する機会となっています。

日本を取り巻く環境は益々複雑になっています。インターネットによるグローバルな情報流通が加速する

一方で、貿易戦争などの保護主義が台頭しています。また、活発なIoTの推進でデータが増加する一方で、

パーソナルデータの利用による個人のフィルタリングなどの動きがあります。集中と分散という二律背反の

中で、企業は競争力を高めていくことが求められています。

競争力を高めるためには、多くの情報・知識・経験を持った企業同士が業界を超えて語り合い、新しい視点

で新しい価値を発見する必要があります。そして、MaaS、ブロックチェーン、スマートシティなどに代表され

る新しい価値の社会実装には、位置情報・時間情報は不可欠なものなのです。

SATEXでは、衛星測位・位置情報の新たな社会実装の姿を発信することを通じて、新たな発見を提供して

いく場でもあります。

ご関係各位におかれましては、本展示会の趣旨をご理解賜り、積極的なご参加と

ご支援をお願い申し上げます。

SATEX実行委員会 委員長
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会  常務理事

坂下  哲也 

www.n-plus.biz/satex

出展のご案内

2020.11.4 6 東京ビッグサイト 南4ホールWED FRI

ビジネスに活かす、位置情報・測位技術

www.n-plus.biz/satex
お問い合わせ：SATEX（サテックス）事務局

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4F アテックス(株)内

TEL: 03-3503-7621 FAX: 03-3503-7620  E-mail: office@n-plus.biz
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出展料金・申込方法

スケジュール

出展要項

￥1,540,000（税込）

集客力抜群のレイアウトが可能！スペース料金のみの特別価格
●展示スペース＝36㎡
（間口6ｍ×奥行6ｍ・標準小間4小間相当）
＊自社のイメージに合わせて自由に追加装飾してください。

１）標準小間・スペース小間

１）出展小間料金に含まれるもの

１）申込方法
出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局に原本をご提出ください。

2）出展小間料金に含まれないもの

3）出展小間料金の支払い方法

5）申込の保留・取り消し

6）その他

２）小間位置の決定

支払期限：2020年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。
◆振込先：みずほ銀行　新橋支店
◆普通預金口座 ： 2941560　◆口座名義：SATEX（サテックス）事務局

2）申込締切日

2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

SATEX（サテックス）事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル4F アテックス（株）内 TEL：03-3503－7621

書面による解約通知を受領した日

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

解約（キャンセル）料

出展小間料金（税込総額）の50％

出展小間料金（税込総額）の100％

2020年2月
出展募集開始

5月29日
出展申込締切

8月
出展者説明会（予定）

11月2日・3日（祝）
搬入日・小間装飾

11月4日～6日
開催日

小間規格について

出展小間料金について

申込方法について

スペース小間2

￥165,000（税込）

同時開催展と共催の主催者コーナーへの合同展示
●展示スペース＝車両1台分
＊備品等は含まれておりません。

実車・実機ソリューションゾーン3

標準小間
展示スペースのみ
●1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）

￥440,000（税込）／1小間

＊予算・自社のイメージに合わせて小間数を決定し、
自由に追加装飾してください。
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・4輪・モックアップ

￥110,000（税込）
・3輪・2輪・スケールモデル

￥110,000（税込）

●標準1～3小間出展者
＊小間数にかかわらず、下記の料金です。
＊4小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため角小間指定は不要です。
＊状況により、申込を早期終了する場合がございます。
＊指定のない小間に関しては、小間数・申し込み順・展示内容等を考慮して配置します。

角小間指定

4）出展申込の解約（キャンセル）

出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、
出展者説明会にて発表いたします。

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、
事務局はその受付を保留または拒否することがあります。

事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

・出展者独自の自社小間の装飾、設営、運営費
・出展者が追加した自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
・自社出展機器などに対して付保した損害保険料
・展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
・法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・その他、出展小間料金に含まれない費用

・出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
・招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
・事務局による企画運営費および広告宣伝費
・公式WEBサイトおよび会場案内図への社名掲載

隣接する小間がある場合、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルは
事務局の負担で設置します。
※独立小間には、パネルを設置しません。
角小間など隣接する小間のない場合、サイドパネルは設置しません。

各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき事務局が決定します。

出展申込者の都合により出展の取り消し、または変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。
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2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

SATEX（サテックス）事務局
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ビジネス展開が加速、高精度な「測位社会」がいよいよ始動

電気自動車の専門展「EVEX」や、
初開催の空飛ぶクルマの技術展「フライングカーテクノロジー」との
同時開催により、先端技術を有する企業とのマッチングが実現。

ユーザー直結
同時開催展との相乗効果

開催概要
【名　　称】 SATEX（衛星測位 ・ 位置情報展）2020
【会　　期】 2020年11月4日（水）～6日（金）　10：00～17：00
【会　　場】 東京ビッグサイト　南4ホール
【主　　催】 SATEX実行委員会
【共　　催】 アテックス株式会社
【後　　援】 内閣府宇宙開発戦略推進事務局、経済産業省、
 国土交通省国土地理院（順不同、 申請予定） 
【特別協力】 一般社団法人 測位航法学会（申請予定）
【併催行事】 セミナー（業界動向・技術普及・活用策などの
 トピックスから実行委員会でテーマ ・ 講師を選定） 
【来場者数】 30,000名（予定·同時開催展含む）
【入 場  料】 2,000円（税込・招待券持参者、事前登録者は無料）
【同時開催】 エヌプラス（N+）／EVEX（EV • PHV普及活用技術展）／フライングカーテクノロジー

次世代電池

来場者について（前回実績）

前回来場者からのリクエスト（一部抜粋）

来場者数 来場者業種 来場者職種

アルプスアルパイン 評価技術部
「GNSS受信機、測定器、アンテナ」
NECソリューションイノベータ クロス事業推進室
「小型軽量なQZSS受信機」
鹿島建設 技術研究所　建築構造グループ
「地中の位置を把握する技術」
西武鉄道 車両部車両課
「鉄道車両に応用できる高性能蓄電池／鉄道におけるGNSS活用法」
ゼンリン 車載ソリューション営業一部営業三課
「位置情報の活用手段や課題・提案の方向性」
東芝エネルギーシステムズ 原子力フィールド技術部
「屋内測位技術の精度とコスト」

豊田自動織機ITソリューションズ ES開発部
「センチメータ級測位補強サービスのL6/L6E信号に対応した受信機および製品」
西日本旅客鉄道 技術企画部
「RTK、PPPによる測位技術」
日本信号 スマートモビリティ技術部
「QZSS等、高精度な位置情報の取得」
東日本電信電話 埼玉支店
「建屋内、特定敷地内において詳細な位置情報の把握」
富士通ネットワークソリューションズ ビジネスイノベーション統括部
「各種衛星測位システムおよびみちびきシステムの具体的な製品群」
三菱電機 通技部　無信G
「高精度測位技術及び位置情報端末の適用先」

日付

９/11（水） 曇り

９/12（木） 晴れ

９/13（金） 曇り

合　計

天気 エヌプラス／EVEX／SATEX

名

名

名

名

その他　7.1%

運輸（旅客・貨物・倉庫等）2.2%

製造（化学・繊維・鉄鋼・
金属・非鉄金属等）6.1%

製造（一般機械・器具等）2.3%

インフラ（交通・電気・ガス・
水道・エネルギー等）2.8%

国・地方自治体・
公共施設・団体・大学　
6.5%

9.1%卸売・小売・商業施設　
8.5%

建設（住宅・設備・
土木・測量等）
7.1%

製造（電気・電子・
精密機械器具・部品等）

情報通信・サービス

製造(自動車・
部品輸送用機器等）

21.7%
製造（その他）5.1%

21.5%

資材調達・購買 1.3%

2.6%

一般・学生　1.3%

製造・生産　5.5%

製品設計　4.8%

管理・広報・宣伝　2.3%

経営者・役員
9.7%

22.8%営業・販売

20.8%

研究・開発

企画・調査

28.9%

その他　

9,114
9,583

10,378
29,075

出展対象

来場対象

ビッグデータ基盤

■建設・インフラ
・総合建設
・土木工事
・測量
・道路
・鉄道 など

■物流
・物流
・運輸
・船舶
・航空
・倉庫 など

■情報通信・サービス
・通信
・情報サービス
・ソフトウェア開発 など

■製造
・自動車
・車載機器
・電子部品
・精密機械 など

■農業・農機
■官公庁・自治体
■研究機関

デバイス（機器）

●アンテナ
●コネクタ/ケーブル
●送信機/受信機
●GNSS受信ボード
●GNSSレコーダー
●シミュレーター
●試験機/計測器
●衛星通信/衛星放送
●デジタルサイネージ
●通信機器
●PDA
●ウェアラブル機器
●Wi-Fi
●BLE

●UWB
●PDR
●NFC
●Bluetooth
●Beacon
●RFID
●ICタグ
●可視光通信
●ジャイロ
●各種センサー
●LiDAR/3D-LiDAR
●安否確認端末
●応用製品
●各種製造・加工 など

●基盤地図情報 ●3次元モデリング ●3次元地図／3次元空間情報
●リモートセンシング ●GIS/地理情報クラウド

サービス

●GNSS/QZSS/GPS/GLONASS/BDS（北斗）/ガリレオ/NAVIC
●RTK/MADOCA/SLAS/CLAS
●自動運転
●自動走行
●i-Construction
●loT
●高精度測位・測量
●空間計測
●マッピング
●解析情報
●補正情報
●ITS
●運輸・物流
●精密農業

●IT施工・土木・鉱山
●防災/災危通報/災害監視
●環境観測
●資源調査
●インフラ管理
●安全監視支援
●緊急通報
●位置情報サービス
●位置情報コンテンツ
●各種アプリケーション
●ジオタグ など

●屋内測位 ●シームレス測位 

〈活用シーン〉

特設ゾーン
●モビリティ ●ドローン など

実車・実機ゾーン

国内唯一の「高精度測位」「位置・空間情報」に特化したビジネスショー。
「モビリティ」「建設」「インフラ」「物流」など多彩なユーザーが集結。

未来を変える「位置情報ビジネス」に
特化した商談展示会

位置情報ビジネスの最新動向を発信するセミナーにより、
感度の高い業界キーマンを強力に動員します。

「準天頂衛星」「屋内測位」
旬のテーマをそろえた専門セミナー

自動運転やMaaS、
三次元地図への活用が急速に進む

モビリティ×Technology

災危情報や避難情報の発信や
高齢者の安否確認等に活用

防災×Technology スポーツ×Technology
ウェアラブルデバイスが
スポーツを進化させる

i-Constructionや道路・水道など
社会インフラ保全の効率化

建設・インフラ×Technology

Point

1

Point

3

Point

2



開催にあたって

　この度、SATEX実行委員会の主催により「衛星測位・位置情報展2020」を11月4日（水）から11月6日（金）の

3日間、東京ビッグサイトにて開催する運びとなりました。初開催よりこれまで、衛星測位技術及び位置情報

アプリケーションの普及に向けたさまざまな技術的課題の解決や新たな用途・活用方法を提案する展示会

として多くの関係者の皆さまに積極的なご参画をいただき、今年で6回目の開催を迎えます。

　2020年は7月に江の島においてセーリングワールドカップが開催、オリンピック、パラリンピックが東京で

も開催される予定であり、位置情報・時間情報（いつ、どこ）がスポーツ分野でも活発に利用されるようになっ

ています。

　位置情報・時間情報は、コンピュータも、ロボットも、更にはデータ解析においても、｢ユニークにモノ・コト

を識別する｣ための重要な情報です。技術の進展は、｢如何に細かい粒度でモノ・コトを識別するか｣を追及

していると言っても過言ではありません。準天頂衛星システムも今後、7機体制に向けた整備が促進され、ま

た屋内測位も活発に行われており、少子高齢化に伴う生産性向上に位置情報・時間情報はこれまで以上に

活発に利用されていくことになるでしょう。

　SATEXはまた、衛星測位・位置情報の新たな社会実装の姿を発信していく場でもあり、それを創出するた

めの機会を作る企業と企業とのマッチングを2019年開催から推進しています。昨年の開催でも、産業が横

断的に連携するConnected Industryを具体化する企業同士の出会いが促進され、新たなイノベーションを

創出する機会となっています。

　日本を取り巻く環境は益々複雑になっています。インターネットによるグローバルな情報流通が加速する

一方で、貿易戦争などの保護主義が台頭しています。また、活発なIoTの推進でデータが増加する一方で、

パーソナルデータの利用による個人のフィルタリングなどの動きがあります。集中と分散という二律背反の

中で、企業は競争力を高めていくことが求められています。

　競争力を高めるためには、多くの情報・知識・経験を持った企業同士が業界を超えて語り合い、新しい視点

で新しい価値を発見する必要があります。そして、MaaS、ブロックチェーン、スマートシティなどに代表され

る新しい価値の社会実装には、位置情報・時間情報は不可欠なものなのです。

　SATEXでは、衛星測位・位置情報の新たな社会実装の姿を発信することを通じて、新たな発見を提供して

いく場でもあります。

　ご関係各位におかれましては、本展示会の趣旨をご理解賜り、積極的なご参加と

ご支援をお願い申し上げます。

SATEX実行委員会 委員長
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会  常務理事

坂下  哲也 

www.n-plus.biz/satex

出展のご案内

2020.11.4 6 東京ビッグサイト 南4ホールWED FRI

ビジネスに活かす、位置情報・測位技術

www.n-plus.biz/satex
お問い合わせ：SATEX（サテックス）事務局

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2  大同生命霞が関ビル4F  アテックス(株)内

TEL: 03-3503-7621 FAX: 03-3503-7620    E-mail: office@n-plus.biz

1m

6m6m

2.7m

出展料金・申込方法

スケジュール

出展要項

￥1,540,000（税込）

集客力抜群のレイアウトが可能！スペース料金のみの特別価格
●展示スペース＝36㎡
  （間口6ｍ×奥行6ｍ・標準小間4小間相当）
＊自社のイメージに合わせて自由に追加装飾してください。

１）標準小間・スペース小間

１）出展小間料金に含まれるもの

１）申込方法
出展申込書（別添）に必要事項をご記入の上、下記事務局に原本をご提出ください。

2）出展小間料金に含まれないもの

3）出展小間料金の支払い方法

5）申込の保留・取り消し

6）その他

２）小間位置の決定

支払期限：2020年6月30日（火）
※振込手数料は申込者がご負担ください。
◆振込先：みずほ銀行　新橋支店
◆普通預金口座 ： 2941560　◆口座名義：SATEX（サテックス）事務局

2）申込締切日

2020年5月29日（金） 但し、予定小間数に達し次第締切ります。

SATEX（サテックス）事務局
　〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2
   大同生命霞が関ビル4F  アテックス（株）内     TEL：03-3503－7621

 

書面による解約通知を受領した日

2020年6月30日（火）以前

2020年7月1日（水）以降

解約（キャンセル）料

出展小間料金（税込総額）の50％

出展小間料金（税込総額）の100％

2020年2月
出展募集開始

5月29日
出展申込締切

8月
出展者説明会（予定）

11月2日・3日（祝）
搬入日・小間装飾

11月4日～6日
開催日

小間規格について

出展小間料金について

申込方法について

スペース小間2

￥165,000（税込）

同時開催展と共催の主催者コーナーへの合同展示
●展示スペース＝車両1台分
＊備品等は含まれておりません。

実車・実機ソリューションゾーン3

標準小間
展示スペースのみ
●1小間＝9㎡（間口3ｍ×奥行3ｍ×高さ2.7ｍ）

￥440,000（税込）／1小間

＊予算・自社のイメージに合わせて小間数を決定し、
　自由に追加装飾してください。

1

2
.7

m

2m
1m

3m

・4輪・モックアップ

￥110,000（税込）
・3輪・2輪・スケールモデル

￥110,000（税込）

●標準1～3小間出展者
＊小間数にかかわらず、下記の料金です。
＊4小間以上お申込の場合は、原則角小間になるため角小間指定は不要です。
＊状況により、申込を早期終了する場合がございます。
＊指定のない小間に関しては、小間数・申し込み順・展示内容等を考慮して配置します。

角小間指定

4）出展申込の解約（キャンセル）

出展に伴う詳細につきましては、後日「出展マニュアル」を作成し、
出展者説明会にて発表いたします。

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断した場合、
事務局はその受付を保留または拒否することがあります。

事務局が申込書記載内容を確認後、請求書を発送します。

・出展者独自の自社小間の装飾、設営、運営費
・出展者が追加した自社小間内の電気、水道、ガス等設備工事費および使用料
・自社出展機器などに対して付保した損害保険料
・展示・実演および搬入出作業の際に発生した対人傷害などの事故にかかる費用
・法令および展示規則に基づく展示装飾等の改修費用
・その他、出展小間料金に含まれない費用

・出展小間スペース（バックパネル、サイドパネル）
・招待券（出展小間数に応じた規定枚数）
・事務局による企画運営費および広告宣伝費
・公式WEBサイトおよび会場案内図への社名掲載

隣接する小間がある場合、境界を仕切るバックパネル、サイドパネルは
事務局の負担で設置します。
※独立小間には、パネルを設置しません。
　角小間など隣接する小間のない場合、サイドパネルは設置しません。

各出展者の小間位置の決定は、出展内容、出展規模、実演の有無、
出展申込順等を考慮し、会場計画に基づき事務局が決定します。

出展申込者の都合により出展の取り消し、または変更があった場合は、
下記のとおり解約料を申し受けます。
なお、出展申込のキャンセルは、書面にてのみ受理します。




