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◆Unite Tokyo 2018 について 

Unite Tokyo 2018 は、Unity ユーザのためのテクニカルな講演やブース出展が数多く行われる、国内最大の

Unity カンファレンスイベントです。Unity 本社からゲームエンジンを開発している精鋭スタッフも来日し、

Unity の最新機能解説をはじめ様々な講演が行われます。 

・期間：2018 年 5 月 7 日（月）～5月 9 日（水） 

・会場：東京国際フォーラム 

・住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3丁目 5-1 

・公式 Web サイト：http://events.unity3d.jp/unitetokyo2018/index.html 

  

 

 

・Unity および関連の製品名は、 Unity Technologies またはその子会社の商標です。 

＜オムロン ソフトウェア株式会社概要＞ 

本社：京都市中京区烏丸錦小路上ル手洗水町 659 

烏丸中央ビル 8F 

代表取締役社長：武村 賢治 

資本金：3億 6000 万円 

売上高:142 億 2000 万円 （2017 年 3 月期） 

URL：http://www.omronsoft.co.jp/ 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

■報道関係のお問い合わせ先 

オムロン ソフトウェア株式会社    

企画室 広報担当 中村・須谷 

〒604-8152  

京都市中京区烏丸錦小路上ル手洗水町 659 

烏丸中央ビル 8F 

TEL：075-251-2801 FAX：075-251-2824 

e-mail：osk-pr@oss-g.omron.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■一般のお客さまからのお問い合わせ先 

オムロン ソフトウェア株式会社  

モバイルソリューション事業部 営業部 

〒108-0075 

東京都港区港南 2-3-13 

品川フロントビル 7F 

e-mail：iwnn-support@oss-g.omron.co.jp 

 


