
【同時開催】 静岡どぼくらぶフォトコンテスト2022表彰式

11/8（火）
10:00～16:00

グランシップ
６階交流ホール・展示ギャラリー
（静岡市駿河区東静岡二丁目3-1）

会
場

～VIRTUAL SHIZUOKA でつくる ミ・ラ・イ～

新技術交流イベント in Shizuoka 2022

【主な参加対象者】 ※一般・学生入場歓迎
建設関係企業、建設コンサル、研究機関、官公庁

案内サイト
申込・配信等詳細はこちら

CPDS学習プログラム
ユニット：2

CPD認定プログラム
CPD単位：4.16

※各プログラムの認定には、
会場ですべての講演を
聴講していただく必要があります。

静岡県交通基盤部主 催

お問合せ 静岡県 交通基盤部 建設経済局 技術調査課 TEL:054-221-2131

後 援
㈱建通新聞社静岡支社、静岡県測量設計業協会、静岡県土木施工管理技士会、
静岡県建設業協会、静岡県建設コンサルタンツ協会、静岡県新技術協会
土木行政事務電算化研究会、インフラメンテナンス国民会議

事前申込制・入場無料



15：25
▶
15：45

ステージイベント タイムテーブル 【交流ホール】

講演②
『AEC分野におけるUnreal Engine/Twinmotionの活用事例と最新情報』

Epic Games Japan ビジネスデベロップメントマネージャー 杉山 明 氏

講演③

10：10
▶
11：00

11：00
▶
12：00

13：00
▶
14：00

14：00
▶
14：40

15：45
▶
15：55

『さて、点群をどう使おう？』

株式会社フジヤマ防災環境保全部 主任 重松 克弥 氏

フォトコンテスト
表彰式 静岡どぼくらぶフォトコンテスト2022表彰式

閉会16：00

開会10：00

講演①
『最先端技術が変える地域の防災と未来 〜点群、フォトグラメトリ、ミュオグラフィ〜』

静岡大学 未来社会デザイン機構 副機構長・教授 小山 真人 氏

講演④
『ICT舗装のトップランナーを目指して』

株式会社エコワーク ICT推進課 課長 小林 剛 氏

表彰式

14：40
▶
15：20

基調講演 『VIRTUAL SHIZUOKAが目指すもの』

静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課 課長代理 杉本 直也 氏

「災害応急対応を行う地域建設業」 愛称発表

※入賞作品は、イベント開催時間中会場で展示します。

一般社団法人 静岡県建設業協会

 公共交通機関
［新幹線］
・東海道新幹線でJR静岡駅乗り換え、東静岡駅から徒歩3分

［JR］ ［静岡鉄道］
・JR東静岡駅南口隣接 ・長沼駅徒歩10分

 自動車
・東名高速道路 静岡ICから6㎞ 20分
・新東名高速道路 新静岡ICから9㎞ 15分
・静清バイパス 千代田上土ICから4㎞ 10分

静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ
〒422-8019 静岡市駿河区東静岡二丁目3番1号

TEL：054－203-5710（代表）

交通アクセス

ブース出展企業一覧【交流ホール・展示ギャラリー】 ※50音順、数字は出展ブース番号

アイセイ(株) 41 (株)ケツト科学研究所 79 中部電力パワーグリッド(株) 59 日之出水道機器(株) 4

IBアンカー工法協会 78 (株)建設コンサルタントセンター 74 (株)ＴＴＥＳ 25 福井コンピュータ(株)　静岡オフィス 40

(株)赤城商会 11 (株)建設システム 38 (株)テザック 17 福田道路(株)　中部支店 68

(株)アクティオ静岡支店 60 国土防災技術(株) DataLabs(株) 71 (一社)富士山チャレンジプラットフォーム 35

アジア航測(株)　静岡支店 5 サンスイ・ナビコ(株) 東京インキ(株) 51 不二総合コンサルタント(株) 43

(株)アスク 32 コマツカスタマ－サポｰト(株) 中部カンパニ－ 66 東京電力パワーグリッド(株)　静岡総支社 58 (株)フジヤマ 37

(株)アースシフト 1 (一社)コンクリート改質協会 56 (株)東設土木コンサルタント (株)フォーラムエイト 36

(株)EARTHBRAIN 65 ジオ・サーチ(株) 33 (株)高速道路総合技術研究所 フリー工業(株) 57

(株)イクシス 67 静岡県森林組合連合会 50 (株)特種東海フォレスト 72 前田工繊(株) 名古屋支店 15

イビデングリーンテック(株)静岡支店 64 静岡県PSR工法研究会 16 (株)土木管理総合試験所 42 (協組)Masters 12

(株)ｳｲﾝﾃﾞｨｰﾈｯﾄﾜｰｸ 海洋調査技術研究所 31 静岡大学土木情報学研究所 76 (株)豊富 46 マックストン(株) 19

(株)エコワーク 9 静岡大学工学部 橋本研究室 75 DON'T　DIG工法協会 22 (株)マプリィ 29

(一社)SCFR工法協会 62 (株)シーティーエス 45 ナカダ産業(株) 81 丸栄コンクリート工業(株)　静岡支店 61

エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 静岡支店 23 GBS(株) 27 (株) 日さく 静岡支店 77 三井化学産資 (株) 14

(株)エム・ソフト 30 ジャイワット(株) 2 日特建設(株) 名古屋支店静岡営業所 13 三井住友建設(株)　静岡支店 26

(株)オプティム 39 ショーボンド建設(株)　中部支社 53 (株)NIPPO 83 (株)ムサシ　静岡営業所 70

(株)オリエンタルコンサルタンツ中部支社 54 (株)白崎コーポレーション 20 日本植生(株) 18 ヤマハ発動機(株) 21

(株)ガイアート 中部支店 10 信越化学工業(株)ｼﾘｺｰﾝ事業本部 7 日本DMC(株) 44 (株)リサーチアンドソリューション 52

(株)CuboRex 3 新光商事(株) 24 (株)ネクステラス 28 レジテクト工業会　中部支部 6

(株)共生 55 (株)スギセキ 82 (株)ノダ 49 インフラメンテナンス国民会議 84

共和ハーモテック(株) 63 (株)スルガコンサル 47 パイフォトニクス(株) 48 静岡県理工科大学理工学部土木工学科 85

(株)桑山瓦 34 太洋コンクリート工業(株) 80 (株)パスコ　静岡支店 73 静岡県交通基盤部 86

8

69


