
ユーザ交流会

名　　称      2011 Esri International User Conference
主　　催　 米国 Esri社

開催期間      2011 年 7月 11 日（月）～ 15日（金）
会　 場 　    米国カリフォルニア州 
                

参加資格        Esri 製品をお使いの方

　　　　　 サンディエゴ市 国際会議場

ホームページ　http://www.esri.com/events/user-conference/index.html 

世界最大のGIS イベント「第 31 回
Esri ユーザ会 (Esri UC 2011)」が、今
年も米国カリフォルニア州サンディ
エゴにて開催されます。
例年、世界各国の Esri 製品ユーザが
13,000 名以上も参加する本イベントは、
様々な分野のプロジェクトや研究で培
った経験とノウハウを共有し意見交換
する場として活用されています。
どこまでも広がるカリフォルニアの青空
のように、みなさまのGIS の世界を広げ
てみませんか。

Esri ユーザ会とは？Esri ユーザ会とは？

Esri 製品の最新動向や注目の
テクノロジー、GIS プロジェクト
をご紹介

100 を超える国のユーザが
作成した約 1,000 点の地図
やポスターを展示

新たなネットワークの作り場

あらゆる分野、業種のGIS
ソリューションや活用事例を
ご紹介

（事前登録制）   

進化したGIS ソリューションを豊富にご紹介！
世界の Esri ユーザとGIS 活用法を共有するチャンス !!



開催概要

<セッション>
・ユーザ事例発表（Paper Session）：GIS 導入事例、研究成果などを取り上げた事例発表（約 45 分野、1000 論文）
・テクニカルワークショップ（Technical Workshop）：製品開発担当者による Esri 製品を最大限に活用するコツの紹介
・ライトニングトーク：5分間のプレゼンテーション形式で、GIS の新しい使い方やアイディアを共有します。
<イベント >
・マップギャラリー（Map Gallery）：様々な分野・主題を取り上げたユーザ作成の地図やポスターの展示
-マップ展示のお申込み方法＜米国 Esri  Web サイトよりオンラインにて　登録受付中＞
-ユーザ会への事前参加登録が必要＜登録締切り：2011 年 5月 20 日（金）（2011 年 1月現在）＞
<展示 >
・Esri Showcase：業界別展示、Esri ソフトウェア製品カテゴリーごとのGIS の応用や製品デモンストレーション
・UC Exhibit Pavilion: ビジネスパートナー各社によるGIS 関連製品とソリューションの紹介
<企画 >
・ユーザアプリケーションフェア：ArcGIS ユーザが作成したアプリケーションを実際にお試しいただけるコーナー

プレカンファレンスセミナー　7 月 9 日（土）～ 7 月 10 日（日）
Esri ユーザ会直前 2日間にわたり開催するソリューションや技術を対象とした有料セミナー
- 参加要項　Esri 製品ユーザの方のみ　事例登録制＜締切：2011 年 5月 20 日（金）（2011 年 1月現在）＞
- プレカンファレンスセミナーは有料です。※定員に達した場合、セミナーへお申込みできない場合があります

同時開催イベント　　　　　　 7 月 7 日（木）～ 7 月 12 日（火）

Esri ユーザ会　　　　　　　   7 月 11 日（月）～ 7 月 15 日（金）

教育機関ユーザ会 (EdUC)：教育機関ユーザ向けイベント（7/9~12）
- 内容：ユーザ事例発表、コンピュータ実習、GIS の活用方法やプログラム、研究発表等
-参加費：$150　※Esri UC 参加費（7/11-12 のみ）が含まれます。
-登録締切り：2011 年 5月 20 日（金）（2011 年 1月現在）-EdUC 公式サイト：http://www.esri.com/events/educ/index.html

ビジネスGIS サミット：地理的観点からビジネスチャンスやヒントを見つけるイベント（7/10~11)
- 内容：ユーザ事例発表、ビジネスGIS サミット EXPO等
- 参加費：$150　※Esri UC 参加費（7/11 のみ）が含まれます。
-登録締切り：2011 年 5月 20 日（金）- ビジネスGIS サミット公式サイト：http://www.esri.com/events/business/index.html

測量サミット：測量、土木、GIS 専門家の間に存在するギャップを埋める橋渡し的イベント（7/7~12）
- 内容：ユーザ事例発表、Survey EXPO 等
- 参加費：$495　※Esri UC 参加費（7/11 のみ）が含まれます。
-登録締切り：2011 年 5月 20 日（金）- ビジネスGIS サミット公式サイト：http://surveysummit.com

　日付

7/9
(土)

・プレカンファレンスセミナー ・開会式 /基調講演
・ユーザ事例発表
・体験コーナー
・コンピューター実習
・EdUC EXPO
・ウェルカムパーティー

・ワークショップ
・基調講演
・事例発表
・測量サミットソリューションEXPO
・測量サミットEXPO交流会

7/10
(日)

・プレカンファレンスセミナー ・ユーザ事例発表
・体験コーナー
・コンピューター実習

・開会式 ・基調講演
・ビジネスGISサミットEXPO
・事例発表
・分野別セッション
・パーティー

・ワークショップ
・事例発表
・閉会式
・情報交流会
・測量サミットソリューションEXPO

7/11
(月)

・開会式/基調講演
・マップギャラリー開会、レセプション
・アカデミックGISプログラムフェア
・ライトニングトーク

・Esri UC 開会式/基調講演
・マップギャラリーレセプション
・アカデミックGISプログラムフェア

・Esri UC 開会式 /基調講演
・マップギャラリー
・レセプション

7/12
(火)

・テクニカルワークショップ　・展示
・ユーザ事例発表　・マップギャラリー
・テーマ、地域別グループミーティング
・GISマネージャーサミット
・ユーザアプリケーションフェア

・ユーザ事例発表
・Esri UC 展示

・UC EXPO
・Survey Track

7/13
(水)

7/14
(木)

7/15
(金)

・テクニカルワークショップ
・閉会式

日程
Esriユーザ会

（UC）
教育機関ユーザ会

（EdUC) ビジネスGISサミット 測量サミット

7/8
(金)

・開会式及びオリエンテーション
・測量サミットEXPO開会
・テクニカルワークショップ
・ユーザ事例発表
・ウェルカムパーティー

・テクニカルワークショップ　・展示
・ユーザアプリケーションフェア
・ユーザ事例発表・マップギャラリー
・SAG賞授賞式
・テーマ別グループミーティング

・テクニカルワークショップ　・展示
・ユーザ事例発表・マップギャラリー
・野外パーティー

・ユーザアプリケーションフェア
・テーマ別グループミーティング

・Esri UC開会式　・基調講演
・マップギャラリー
・ライトニングトーク

・特別展示
・アカデミックGISプログラムフェア

7/7(木）はアメリカ測量地図学会
（ACSM)会員向けプログラムとなります。


