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サービスロボットゾーン
（SR）

産業用ロボットゾーン
（IR）

産業用ロボットゾーン
（IR）

Event Map & Guide

会場案内図

［水］～ ［金］11/29［水］～12/1［金］
11/29[Wed] -12/1[Fri]

東7ホール
East Hall 7 

洗浄総合展
先端材料技術展
モノづくりマッチング
Japan
Pan-Exhibition for Wash and Clean
SAMPE Japan
Monodzukuri Matching Japan

サービスロボットゾーン（SR）サービスロボットゾーン（SR）
Service Robot (SR) Zone

産業用ロボットゾーン（IR）産業用ロボットゾーン（IR）
Industrial Robot (IR) Zone

?

WS-AWS-B

WS-C

部品供給装置展
Parts Feeder Exhibition

国際フォーラム、
各種セミナー開催場所
International Forum, Individual Seminar Venues

7F　国際会議場、703会議室
6F　605・607・608会議室
1F　レセプションホール
7F International Conference Center, Conference Room 703
6F Conference Rooms 605, 607, 608
1F Reception Hall

RT交流プラザ
RT Networking Plaza

出展分野

大学、公的研究機関で研究・開発中のロボット、ロ
ボット関連技術を紹介し、産学官の技術移転を図る
特別ゾーンです
This special area is for industry-academic-govern-
ment exchange, offering a space to introduce 
robots and robot-related technology under 
development at universities and public research 
institutes.

2017国際ロボット展テーマ展示
International Robot Exhibition Theme

出展分野

今回の展示会テーマは「ロボット革命がはじまった─そして人に優
しい社会へ」。展示会のテーマに合わせ、人とロボットの共存によ
る新しい社会が実感できる展示・実演が行われます
This year's International Robot Exhibition theme is "The Robot 
Revolution Has Begun ‒Toward Heartwarming Society-". To 
match this theme, there will be displays and demonstrations on 
creating a society where humans and robots coexist.

［土］のみ12/2［土］のみ
12/2[Sat] Only

東8ホール
East Hall 8 

国際ロボット展
ロボット体験コーナー ほか
International Robot Exhibition
Robot Activity Area, etc.

ロボットコンテスト、ロボット工作教室、プログラミング体
験など子どもから大人まで幅広い層が楽しめる企画が
盛りだくさん！
This section is filled with fun activities for kids and 
adults alike, with robot contests, robot making classes, 
a programming section, and more.

出展分野

ロボットシミュレーション＆
ビジョンシステム（IRV）
Robot Simulation & 
　　　Vision Systems (IRV)

シミュレーションシステム・ソ
フト、アプリケーションソフト、
CAD・CAM、画像処理機器、
計測、解析、マシンビジョン　
ほか

Simulation systems/soft-
ware, application software, 
CAD/CAM, image process-
ing devices, measurement, 
analysis, machine-vision, 
etc.

出展分野 Fields on Display

さまざまな用途で活躍するロボットシス
テムや協働ロボット、センサー、モー
ター、AIなどの要素技術と最先端のロ
ボット技術が一堂に集結します

協働ロボット、搬送用、プレス用、溶接用、ピッ
キング用、測定・検査、食品用、モーター、アク
チュエーター、センサー、ケーブル、AI、要素技
術　ほか

This hall hosts a plethora of robot 
technologies, from the fundamental to 
the state-of-the-art, such as multipur-
pose robot systems, collaborative 
robots, sensors, motors, and AI.

Collaborat ive robots ,  conveyors ,  p ress ing,  
welding, picking, measurement/inspection, food 
services, motors, actuators, sensors, cables, AI, 
fundamental tech, and more.

出展分野

店舗や家庭で活躍するコミュニケー
ションロボットから災害時に人命救助を
行うロボットまで、幅広い分野のサービ
スロボットがそろいます

介護、福祉、医療、農林水産、食品、インフラ点
検、災害対応、人材育成・教育、AI、ドローン、コ
ミュニケーション、要素技術、ソフトウエア ほか

This area has a wide range of 
service robots, from interactive 
robots for shop and home use, 
to life-saving disaster response 
robots.

Caregiving,  social  care,  medical care,  
agricultural, food services, infrastructure 
inspection, disaster response, training/edu-
cation, AI, drones, communication, funda-
mental tech, software, etc.

出展分野Fields on Display
Fields on Display

ゆりかもめ
国際展示場正門駅
Yurikamome Line

Kokusai Tenjijo Seimon
Station

東1ホール
East Hall 1 

東2ホール
East Hall 2

東8ホール
East Hall 8

東7ホール
East Hall 7 東4ホール

East Hall 4

会議棟
Conference Hall

北コンコース
North Concourse

東5ホール
East Hall 5

東6ホール
East Hall 6

東3ホール
East Hall 3 

特設
フードエリア
Special Dining Area

特設
フードエリア
Special Dining Area

メインステージ
Main Stage りんかい線

国際展示場駅
Rinkai Line

KokusaiTenjijo Station

登録所
Registration
登録所
Registration

登録所
Registration
登録所
Registration

登録所
Registration
登録所
Registration

? インフォメーション
Information
休憩所
Rest Station
商談ルーム
Meeting Room

Wi-Fiエリア
Wi-Fi Area
場内レストラン（2F）
Center Restaurant (2F)

Free Shuttlebus
無料シャトルバス

りんかい線国際展示場駅と東ホール7・8を
接続する無料シャトルバスを運行します。ぜ
ひご利用ください。
Feel free to use the free shuttlebus, 
operating, between Kokusai-tenjijo Station 
on the Rinkai Line and East Hall 7 and 8. 


