
               

 

平成 29 年 5 月 30 日 

お 客 様 各 位 

 

株式会社 東陽テクニカ 

海洋計測部 部長 竹内 俊英 
 

マルチビームフェア 2017 / i-Construction 技術説明会のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、来る 6 月 29 日(木)、 30 日(金)の 2 日間、マルチビームフェア 2017 を開催いたしますので、ここにご案内

申し上げます。 

29 日(木)は、既存マルチビームユーザー様に向けた弊社取扱い製品の最新情報をご紹介いたします。また 30

日(金)は、一般社団法人海洋調査協会殿と共催で i-Construction 技術説明会(ICT 活用工事(浚渫工))を予定し

ております。両日共に会場であるマリーナでは製品のデモンストレーションも実施いたします。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

敬具 

記 

 

■日 時: 平成 29 年6 月 29 日(木) 9:30～17:00 (17:00～19:00 懇親会) 

6 月 30 日(金) 9:30～15:30  

両日とも 9:00 受付開始 

■会 場: 東京都江東区夢の島 3-2-1 東京夢の島マリーナ 

■参 加 費: 無料 

昼食をご希望の方は別途 1,000 円(税込)、 

懇親会にご参加いただける方は別途 1,000 円(税込)を当日受付にて申し受けます。 

■申込方法: 下記の 3 つの方法で承ります。 

W e b: 弊社ウェブサイトからお申込いただけます。 

http://www.toyo.co.jp/kaiyo/seminar/detail/multibeam-fair-2017 

E-mail： EventOcean@toyo.co.jp まで添付申込書をお送りください。 

F A X: 03-3246-0645 まで添付申込書をお送りください。 

■締 切: 平成 29 年 6 月 19 日（月）までにお申込みください。 

■お問合せ： 03-3245-1243 (株)東陽テクニカ    海洋計測部      髙木麻千子/奥恭子 

  



               

 

■スケジュール（予定）： 
※ご参加いただく人数によってはスケジュールを一部変更させていただく場合がございます。 
※29 日についてはレストラン収容人数の都合上、ご昼食の時間を調整させていただきます。 
 
2017年 6月 29日(木) 既存マルチビームユーザー様向け 

時間 内容 

09:00 - 09:30 開場・受付 

09:30 - 10:30 HYPACK2017(統合型水路測量ソフトウェア)新機能のご紹介 

10:30 - 10:45 休憩 

10:45 - 11:45 CARIS HIPS&SIPS(マルチビーム測深・サイドスキャンデータ後処理ソフトウェア)新機能のご紹介 

 
昼食 注(1) 

11:45 – 14:15 EchoBoat(マルチビーム搭載無人ボート)デモンストレーション 

 
Sonic(マルチビーム測深機)最新機能デモンストレーション 

14:15 - 15:15 POSPac(後処理キネマティックソフトウェア)概要及び機能のご紹介 

15:15 - 15:30 休憩 

15:30 - 16:30 2G Robotics社製水中レーザー及び Nexus 800(レーザー搭載無人航空機)のご紹介 

16:30 - 16:45 質疑応答 

17:00 - 19:00 懇親会(ガーデンバーベキュー) 

2017年 6月 30日(金) 

時間 内容 

09:00 - 09:30 開場・受付 

09:30 - 12:00 i-Construction技術説明会(海洋調査協会・東陽テクニカ共催) 

12:00 - 13:30 昼食 注(1) 

13:30 - 15:30 
マルチビーム概要説明 

マルチビームシステムデモンストレーション 注(2) 

  

(1) 会場付近には飲食店・コンビニエンスストアはございません。また、本イベントに参加される方は夢の島マリー

ナ内レストラン Dimare の通常メニューはご利用いただけません。レストランご利用の方には１食 1,000 円(税込)で

限定メニューをご用意いたします。ご利用の方は事前に申し込みください。レストランをご利用されない方はご昼

食をご持参ください。 

 

(2) マルチビームを初めてご覧になる方を対象としたご説明及びデモンストレーションです。お客様の人数によっ

ては事前に班分けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 



               

 

■アクセス ： 

【電車】 

JR 京葉線・りんかい線・東京メトロ有楽町線「新木場駅」より徒歩 15 分 

 
 

【車】 

首都高速湾岸線「新木場インター」より 2 分 

※駐車料金：510 円 

※懇親会ではお車を運転される方への酒類のご提供は致しかねます。 
 

 
以上 



               

 

E-mail： EventOcean@toyo.co.jp  株式会社東陽テクニカ 海洋計測部 髙木 行 

F A X: ０３-３２４６-０６４５ 

 
必要事項をご記入の上、ご希望の項目に✔をつけてください 

昼食・懇親会に関しては、それぞれ 1000 円(税込)を当日受付にて申し受けます 

ご用意する昼食に不都合がある場合は、事前にご相談ください 

領収書に関して必要な方は備考欄に予めご記入ください 

 
 

マルチビームフェア 2017 / i-Construction 技術説明会 参加申込書 
 

勤務先名   
TEL   

FAX   

勤務先住所 

〒 

 

参加者 参加内容 昼食 

お名前 6/29(木) 

□マルチビームフェア 2017 

□懇親会 

 

6/30(金) 

□i-Construction 技術説明会 

□マルチビーム概要説明/デモ 

6/29(木) 

□ビストロ風ハンバーグ デミグラスソース 

 

 

6/30(金) 

□若鶏のこんがりオーブン焼き 香草風味 

部署名 

E-Mail アドレス                                               

 

参加者 参加内容 昼食 

お名前 6/29(木) 

□マルチビームフェア 2017 

□懇親会 

 

6/30(金) 

□i-Construction 技術説明会 

□マルチビーム概要説明/デモ 

6/29(木) 

□ビストロ風ハンバーグ デミグラスソース 

 

 

6/30(金) 

□若鶏のこんがりオーブン焼き 香草風味 

部署名 

E-Mail アドレス                                               

 

備 考 

 □領収書発行 

 

お申し込み期限  平成２9 年 6 月 19 日（月）必着 


	マルチビームフェア2017 / i-Construction技術説明会 参加申込書

