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IVY大分高度コンピュータ専門学校 ／ Agrid

IVY大分
高度コンピュータ
専門学校
　 097-537-2471

kono@ivy.ac.jp
WEB https://www.ivy.ac.jp/

IVY 大分高度コンピュータ専門学校ではドローンプログラミングを授業に取り入れています。
ドローンの他、AI、IoT、ロボット、各種センサーを利用したシステム、各種ゲーム（PC、タブレッ
ト・スマホ向けゲーム他 VR、キネクトを使ったもの）など多彩な技術を学ぶことが出来ます。

現在のドローン事業

教育

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

Agrid

　 090-1767-8943（担当直通）
info@agrid.biz

WEB https://www.agrid.biz/

合格率 7% の国内最難間ドローン認定会「SkyLink × RaveProject 認定 PRO パイロット」に
て一発合格したパイロットを要するドローンソリューションチームです。
通常は映像制作や撮影業務、指導、ドローンエンターテイメントソリューション（ドローンレー
スや体験会など）を手掛けています。また、要件に対応したドローンの開発・運用から、ドロー
ンを軸としたシステム開発まで幅広く対応可能です。直近では 5G 回線を利用したドローン遠
隔操縦システムや、ドローン VR システムなどを手掛けています。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 開発・製造、 教育、 スポーツ・エンターテイメ
ント、 観光

今後の事業予定

開発・製造、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 
点検（建屋・プラントなど）、 物流・運搬、 オペレー
ター向けサービス（空域情報提供など）

自社用途

空撮

所有ドローン

・撮影用レースドローン・マイクロドローン
　（業務用装備）
・DJI社製全機種

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレーター: 2名
　（九州県内提携パイロットのネットワーク有）
・DJI CAMPスペシャリスト
・SkyLink × RaveProject認定 
　PROパイロット
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アスキム株式会社 ／ 合同会社アドエア

アスキム
株式会社

　 092-408-9977
yamauchi@askhim.jp

WEB https://www.askhim.jp

現在、公共関連のレーザ測量が多く、続いて建設関連の ICT 測量が多くなってきています。
昨年からの水害で熊本県球磨川全般のレーザ測量・福岡県朝倉で水害でのレーザ測量及び写真
測量が多く、次いで長崎での世界遺産でのレーザ測量を行っております。点検では、雲仙砂防
施設点検でのレーザ測量及び空撮を受けております。また、長崎高速道路のレーザ測量から
ICT 設計までを行っておりますので自信をもってお受けできます。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農林水産業（作業系）、 農林水産業

（解析系）、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、  
点検（建屋・プラントなど）、 オペレーター向けサー
ビス（空域情報提供など）

今後の事業予定

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農薬散布、 農林水産業（作業系）、  
農林水産業（解析系）、 開発・製造, インフラ点
検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラントな
ど）、 物流・運搬、 防犯、 警察・消防関連業務、  
教育、 観光、 オペレーター向けサービス（空域情
報提供など）

自社用途

空撮、 測量、 農林水産業（解析系）、 点検（建
屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI Matrice 600 Pro 1機
・Yellow Scan Surveyor Ultra
・DJI Matrice 210RTK 1機
・DJI Zenmuse XT2 赤外線カメラ・Dji Zenmuse Z30
・Dji Zenmuse X5S・Dji Phantom4Pro 1機
・Dji Phantom4Ado 1機・DJI Mavic 2 Pro 1機
・MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 1機
・PowerEgg X 1機

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 7名
・講師 7名
　飛行時間(平均約700時間) 

合同会社アドエア

　 050-5362-2301
adairdipr@gmail.com

WEB https://sites.google.com/
　　view/adairlcc/

ドローンの危機対策をオーガナイズします。スカイスポーツの技術と知識をフィードバックし
てドローンの緊急事態に備え気流の知識から飛行空域の気流調査、パラシュートとその関連機
器、今後はエアバックを取り扱いします。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 開発・製造

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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APEX JAPAN株式会社 ／ 株式会社エアリアルワークス

弊社はこれまで農薬散布用ドローン（UAV）や様々な用途で使用可能な UGV（農薬散布や運搬、
暗渠撮影用等）、大分市消防局と連携して開発した水難救助用 USV など、様々な産業用無人
機の製造・開発を進めてまいりました。弊社の強みはお客様のニーズを的確に掴み、弊社の技
術力をもって形にできることですので、これからも皆さまの声に耳を傾けながら、様々な場面
でご活用いただける製品の開発に努めてまいります。

現在のドローン事業

販売、スクール、空撮（観光・報道・不動産・その
他）、測量、農林水産業（作業系）、開発・製造、イ
ンフラ点検（橋梁・トンネルなど）、点検（建屋・プラ
ントなど）、物流・運搬、防犯、警察・消防関連業
務、警備

自社用途

空撮、農薬散布、物流・運搬、警備

所有ドローン

・自社製UAV多数所有 
・他社製散布機 5L=3機 10L=3機 
・運搬、空撮用12機
・自社製UGV多数所有 
・多用途自動制御搭載車両 

・自社製USV多数所有 
・多用途自動制御搭載水上艇 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

〈人数について〉
　9名（提携社外OP含）
　・内訳・・・飛行時間最高1500時間超 1名　
　　　　　1000時間超 2名
  　　　　   500時間超 6名

〈資格の有無について〉
　・農林水産航空協会認定教官 3名
　・DJIインストラクター・スペシャリスト 4名

APEX JAPAN
株式会社

　 097-523-1515
mizobe@apex-j.com

WEB  —

株式会社
エアリアルワークス

　 099-203-0932
info@arws.jp

WEB https://arws.jp/

「空の産業革命を拓く」とまで言われるほどに、その効率性と安全性から、ドローンは様々な
産業シーンで幅広く使用されるようになりました。AR WORKS では、ドローン産業の健全な
発展のために、正しい技術と高い技能をもつ人材を育成すると共に、ドローンを用いた様々な
サービスを提供しております。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農薬散布、 農林水産業（作業系）、 
農林水産業（解析系）、 インフラ点検（橋梁・トン
ネルなど）、 点検（建屋・プラントなど）、 警察・消
防関連業務、 教育、 スポーツ・エンターテイメン
ト、 観光、 オペレーター向けサービス（空域情報
提供など）

今後の事業予定

開発・製造、 物流・運搬

自社用途

空撮、 測量、 農薬散布、 農林水産業（作業
系）、 農林水産業（解析系）、 点検（建屋・プラン
トなど）

所有ドローン

・DJI INSPIRE1PRO 　・DJISPARK　・DJI INSPIRE2
・DJI PHANTOM 4 PRO　・DJI PHANTOM4 ADVANCED
・DJI MAVIC PRO　・DJI PHANTOM4 PRO+ V2.0
・DJI PHANTOM 4 PRO V2.0
・PowerVision製 PowerEggX
・ DJI MAVIC2 ENTERPRISE DUAL
・DJI MATRICE 210 V2　・DJI MAVIC AIR2
・DJI製AGRAS MG-1　・DJI製AGRAS MG-1P RTK
・PowerRay 　・GLADIUS MINI

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

オペレーター5名・JUIDAライセンス5名・産業用マル
チローターライセンス4名・djiスペシャリスト 3名・
UTC UAV写真測量 初級編 powered by KOMATSU 
SMART CONSTRUCTIONインストラクター 3名
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有限会社HKシステム ／ 株式会社ATTS

有限会社
HKシステム

　 0978-66-7335
hk-system@oct-net.ne.jp

WEB http://www.hk-s.net/

現在のドローン事業

空撮

今後の事業予定

農業用ドローン

自社用途

空撮

所有ドローン

・INSPIRE 2　1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDA ライセンス ２名
・農業ドローン農薬散布資格取得 ３名

株式会社 ATTS

　 097-553-5055
yoshiura.manabu@obs-oita.co.jp

WEB http://www.e-obs.com

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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エスケーコンピューター・ワールド有限会社 ／ 有限会社衛藤測量設計

エスケー
コンピューター・
ワールド有限会社
　 0979-22-0058

kohnai@vega.ocn.ne.jp
WEB  —

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 開発・製造

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空   陸上  水上  水中

　

有限会社 
衛藤測量設計

　 0978-42-6929
etouss@oct-net.ne.jp

WEB https://www.etoss.biz/

当社は昨年よりドローンによる測量の写真測量を利用して 3D 化する事により 3 次元測量を確
立しました今年の豪雨災害などに地上レーザと併せてデータ取り込むなど、3 次元データを作
成する事が出来時間短縮、社員の安全の確保など大変な効力を発揮できました。今後ドローン
を利用する事業が多くなると推測されます、測量 設計 建設関連など、多くの事業に参画して
地域に貢献したいと思います、今後とも当社をよろしくお願い申し上げます。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、測量

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、測量、農林
水産業（作業系）、インフラ点検（橋梁・トンネルな
ど）、点検（建屋・プラントなど）

自社用途

空撮、測量

所有ドローン

・DJI phantom4RTK 1台 GPS カメラ
・DJI MInI 1台 カメラ
 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 1名
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株式会社NTTデータ九州 ／ 株式会社エフェクト

株式会社
NTTデータ九州

　 092-475-5129
wakitat@nttdata-kyushu.co.jp

WEB https://www.nttdata-kyushu.co.jp/

airpalette UTM で空域管理を行うことが可能です。
地域実証含め協業可能ですので、お声がけください。

現在のドローン事業

物流・運搬、 オペレーター向けサービス（空域情
報提供など）

今後の事業

物流・運搬、 防犯、 警察・消防関連業務、 オペ
レーター向けサービス（空域情報提供など）

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・DPCAライセンス 5名

株式会社
エフェクト

　 092-409-1723
h.nishioka@effect-effect.com

WEB http://www.effect-effect.com/

「エンジニアがつくった、エンジニアのための会社」である当社は組込みシステムや AI、IoT
に関連した製品開発を得意としており、その技術を活かして様々な社会課題解決に取り組んで
います。その取り組みの一つとして、2019 年より「自律飛行ドローンによるイチゴ農園監視
システム」の開発を開始しました。この製品は、市販のドローンを PC の遠隔制御により自律
飛行させ、イチゴ農園の作物の生育状況や病気を AI で自動診断することにより農業省力化を
目指したシステムです。令和元年度先導的 Ruby 開発支援事業に採択され、2020 年 1 月には
第 12 回フクオカ Ruby 大賞「特別賞」を受賞しました。2020 年 9 月からは、この製品を発
展させ、より汎用的に用いることを目的とした「小型市販ドローンの屋内自律飛行を安価で手
軽に実現するためのプラットフォーム」開発を開始し、令和 2 年度先導的 Ruby ソフトウェア
開発支援事業にも採択されています。両製品とも、2021 年春の販売開始を予定しております。
ドローンの可能性を最大限に引き出し、社会に貢献出来る製品開発を行っていきたいと考えて
います。

今後の事業予定

農林水産業（作業系）、 農林水産業（解析系）、 
開発・製造、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 
点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI Tello x 3
・Parrot Bebop 2 Power x 1

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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株式会社オーイーシー ／ 一般社団法人大分県治山林道協会

株式会社
オーイーシー

　 097-537-9618
drone@oec.co.jp

WEB https://www.oec.co.jp/

ドローンで地方創生をキーワードに空域管理、観光活用、将来の人財育成に取り組んでおります。
様々な企業様と連携して実証実験を通して産業活用やサービス化（主にソフトウェア開発）へ
とアプローチも進めております。また、株式会社オートバックスセブン、AOS テクノロジー
ズ株式会社、株式会社 ADE と共に日本ドローンサッカー連盟を運営しています。
ドローンに関する共創・協業につきまして、ぜひお声かけください。

現在のドローン事業

販売、 開発・製造、 教育、 オペレーター向けサー
ビス（空域情報提供など）

今後の事業予定

販売、 農林水産業（解析系）、 開発・製造、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラ
ントなど）、 物流・運搬、 教育、 スポーツ・エンター
テイメント、 観光、 オペレーター向けサービス（空
域情報提供など）

自社用途

空撮

所有ドローン

・DJI Phantom 4 Pro 1機
・DJI Spark 2機
・オートバックスセブン ドローンサッカー
　公式機体 5機
(水中ドローン)
・Youcan Robot BW Space Pro 4Kモデル 1機
(トイドローン)
・ORSO DRONE STAR 01 55機
・DJI tello 8機
・DJI RoboMaster ロボマスター S1 1機
・オートバックスセブン SKY KICK 6機 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・産業用マルチローターオペレーター 2名

一般社団法人
大分県
治山林道協会
　 097-545-2110

soumu@ocr.or.jp
WEB http://www.ocr.or.jp/

ドローンを活用した測量や森林資源量調査を行っています。また、県・市町村の職員や森林組合、
林業団体等を対象に、GIS（地理情報システム）の操作や活用に関する研修会を開催しています。

現在のドローン事業

農林水産業（解析系）

今後の事業予定

測量、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

空撮、 測量、 農林水産業（解析系）

所有ドローン

・DJI Phantom 4 Pro 1台
・DJI Phantom 4 RTK 1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JDAライセンス 4名
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大分県中央農機センター有限会社 ／ 大分ゼロックス株式会社

大分県
中央農機センター
有限会社
　 0972-46-1900

herofree@saiki.tv
WEB  —

現在のドローン事業

販売、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 農薬
散布

今後の事業

スクール、 開発・製造

自社用途

空撮、 農薬散布

所有ドローン

・dji phantom4 1台
・dji phantom3 1台
・ciDrone JAPAN R17 1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレータ 2名 
　JUIDA  日本ドローン協会

大分ゼロックス
株式会社

　 097-556-7112
takano@oitaxerox.co.jp

WEB http://www.oitaxerox.co.jp

現在のドローン事業

販売

今後の事業予定

測量

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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株式会社大分放送 ／ 大倉建設

株式会社 
大分放送

　 097-553-2523
yoshiura.manabu@obs-oita.co.jp

WEB  —

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

自社用途

空撮

所有ドローン

・INSPIRE2 
・Mavic2ZOOM

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

大倉建設

　 094-625-0298
o.kensetu@gmail.com

WEB http://o-kensetu.com/

本業は建築業（大工）で一般住宅新築、リフォームメインで地元で仕事をしています。その流
れで 2014 年から DJI Phantom2vison+ を購入、空撮を始めました。現在では三陸特を取得、
業務用 VTX の DJIFPV を搭載した 5 インチレーサー機及びマイクロドローンを所有、DJI 空
撮機には表現出来ない大空を高速で自由自在に空撮～マイクロドローンで屋根裏点検や室内の
人の間をすり抜ける等の映像を撮影、PV を製作するなどの業務展開も行っております。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

今後の事業予定

測量、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検
（建屋・プラントなど）

自社用途

空撮、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI mavic2pro 1台・DJI phantom4 1台
・DJI Inspire 1 V2.0 1台
・DJI mavic mini 1台
・BETAFPV beta95X DJIFPV搭載
　業務用マイクロドローン 2台
・自作DJIFPV搭載
　業務用マイクロドローン 2台
・Astrox DJIFPV搭載
　業務用5インチレーサー機 2台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・1人 DJI機、5インチレーサー及びマイク
ロドローンをマニュアルで操作、ドローン
レース参戦出来るレベル
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岡谷鋼機株式会社 ／ 小野高速印刷株式会社

岡谷鋼機株式会社

　 052-204-8302
yokotak@okaya.co.jp

WEB https://www.ipros.jp/
　  product/detail/2000434011/

Daiwa フィッシングリールの高度技術を応用したドローン用ウインチです。 上空でホバリン
グしながら物資の設置が可能です。又同時に提案しております「からくりカラビナ」は、機械
的に物資を自動リリースします。

現在のドローン事業

ドローン用ウインチ販売

今後の事業予定

販売、 農林水産業（作業系）、 開発・製造、 物
流・運搬、 警察・消防関連業務、 スポーツ・エン
ターテイメント

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

小野高速印刷
株式会社

　 097-558-3444
nakam@ohp.co.jp

WEB https://ohp.co.jp

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

自社用途

空撮

所有ドローン

・Phantom4PRO+

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・9名
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規光コンサルタント株式会社 ／ 株式会社きっとすき

規光コンサルタント
株式会社

　 097-567-4959
eigyou@kind.ocn.ne.jp

WEB  —　

現在のドローン事業

測量

今後の事業予定

測量、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検
（建屋・プラントなど）

自社用途

空撮、 測量、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI MATRIS210 V2 1機
・DJI PHANTOM V2 1機
・DJI MAVJC2 1機
・赤外線カメラXT2
・望遠カメラZ30
・ZENMUSE X5S
　（レンズ 25mm１個　45mm 1個）

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 2名

株式会社
きっとすき

　 0978-69-8080
info@kit-suki.co.jp

WEB https://kit-suki.co.jp

株式会社きっとすきは『流通事業』『ふるさと納税事業』『ドローン事業』の 3 つの事業の有
機的協働を通して、杵築市の明るい未来を創造する統合型地域商社です。ドローン・コンシェ
ルジュがドローンを使った豊かな未来を応援します。観光・教育・福祉分野でドローン活用を
行っています。

現在のドローン事業

販売、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 教
育、 観光

今後の事業予定

スクール、 農薬散布、 物流・運搬、スポーツ・エン
ターテイメント

自社用途

空撮

所有ドローン

・DJIPhantom4 Pro 1台
・DJIMavic2 Pro 1台 ・DJIMavic Pro 1台
・DJISpark 2台 ・DJIMavicMini 1台
・DJIMini2 1台 ・tello 3台
・オートバックスセブン 
　ドローンサッカー公式機体 1台
・オートバックスセブン SKYKICK 2台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JDAインストラクターライセンス 1名



—　　— —　　—11 12

株式会社木元電設 ／ 九州建設コンサルタント株式会社

株式会社
木元電設

　 0978-62-4726
kimoto@ruby.ocn.ne.jp

WEB  —

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラン
トなど）、 防犯

自社用途

空撮

所有ドローン

・MATRICE 200（JP）1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 1名
・JDAライセンス 2名

九州建設
コンサルタント
株式会社
　 097-569-9595

info@qcon.co.jp
WEB http://www.qcon.co.jp/

安全・安心のあるまちづくり、快適なくらし、人と自然にやさしいインフラ技術、事業への分
かりやすい説明など、人々が求めている多様な価値を実現するために、私たちは技術を通して、
地域社会に貢献します。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）

今後の事業予定

農林水産業（解析系）、 点検（建屋・プラントな
ど）

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

DJI社製 13機

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・DJIスペシャリスト 8名
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九州電力株式会社 ／ ケイ・デザイン

九州電力株式会社

　 092-981-0808
Drone@kyuden.co.jp

WEB https://www.kyuden-drone.jp/

空撮（静止画、動画）のみでなく、お客さまのご要望に応じて、オルソ・3D 作成、測量、動画編集、
農薬散布など様々なサービスを提供しています。また、豊富な経験・スキルを保有している操
縦オペレーターを多数いますので、お客さまのご要望日に応じて対応が可能です。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、測量、農
薬散布、インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、点検

（建屋・プラントなど）、観光

今後の事業予定

スクール、空撮（観光・報道・不動産・その他）、
測量、農薬散布、インフラ点検（橋梁・トンネルな
ど）、点検（建屋・プラントなど）、物流・運搬、鉱
業、観光

自社用途

空撮、測量、点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI Phantom4 Pro ・DJI Phantom4 Pro v2

・DJI Phantom4 Pro+ ・DJI Phantom4 RTK
・DJI INSPIRE 1 ・DJI INSPIRE 2
・DJI MATRICE 210 ・DJI MATRICE 300
・DJI MATRICE 300 RTK
・DJI MATRICE 210 RTK v2
・DJI MATRICE 600 ・DJI MATRICE 600 Pro
・DJI MAVIC 2 Pro
・DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ZOOM
・DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL
・DJI MAVIC mini ・QC730
・ELIOS2  ・UAV-E470SU1

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・120名（九州管内）

ケイ・デザイン

　 097-535-2486
k_design@fat.coara.or.jp

WEB https://www.youtube.com/
watch?v=v-SWYsLCvZM

3D コンピュータグラフィックス関連の業務をおこなっています。土木分野では「ドローンに
よる空撮写真と 3DCG のリアルフォトモンタージュ」、「点群データと 3DCG モデルを合成し
た VR」等、ヴィジュアライゼーションに関わる制作をおこなっています。

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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KMT株式会社 大分オフィス ／ 株式会社ケーブルテレビ佐伯

KMT 株式会社
大分オフィス

　 080-9069-5123
m-ashikari@kmtech.jp

WEB https://kmtech.jp/drone/

弊社は、AUTEL ROBOTICS 社及び、Parrot 社の国内 1 次代理店で、販売とサポートを行っております。また、DJI 社製に
ついても取り扱っております。　【機体販売】● Parrot 製ドローン　農業用 BLUEGRASS-FIELDS, 一般・産業用 ANAFI-
WORK,ANAFI-THERMAL を販売中。また、7 月にプレスリリースを行った「ANAFI-USA」については、米国内で製造され
ている機体で、32 倍ズーム・サーマルセンサー・情報セキュリティが強化された防塵防水のコンパクトドローンとなります。
● AUTEL EVO Ⅱシリーズ　国内代理店契約と販売を 9 月にプレスリリースを行い、2020 年の JAPAN DRONE 展で国内
初展示を実施。6K/8K/ サーマルセンサーカメラ搭載。
● DJI P4Multispectral　農地の解析として活用が期待されています。

【精密農業 : リモートセンシングでの NDVI 解析】Parrot BLURGRASS-FIELDS/DJI P4M を用いて、お客様の農地の NDVI
解析を行い、生育管理データを提供しています。九州では、大分県内、福岡県内にて多種の品目の解析実績があり、研究
データも採取しております。大分県園芸活性化協議会主催の研修会 (11 月 ) において、ドローンとリモートセンシングでの
NDVI 解析の活用説明、弊社の県内外での事例紹介等を交えて講演をさせていただきました。

現在のドローン事業

販売、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 農林
水産業（解析系）

今後の事業予定

農林水産業（作業系）

自社用途

空撮、 農林水産業（解析系）

所有ドローン

・AUTEL Robotics EVOⅡシリーズ
・Parrot BLUEGRASS-FIELDS
・Parrot-DISCO-PRO-AG
・Parrot ANAFI-WORK 
・Parrot ANAFI-THERMAL 
・Parrot-ANAFI-USA
・DJI Phantom4 Pro /V2
・DJI Phantom4 Multispectral /RTK 
・GASSTAR1 ハイブリッドドローン（DJI M-600改造）

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレーター数 5名
・200時間以上 2名

株式会社
ケーブルテレビ佐伯

　 0972-48-9822
f-watanabe@saiki.tv

WEB http://saiki.tv

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

今後の事業予定

スポーツ・エンターテイメント、 観光

自社用途

空撮

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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株式会社コイシ ／ 公月測量設計株式会社

株式会社コイシ

　 097-506-0400
info@koishi.co.jp

WEB https://www.koishi.co.jp/

現在のドローン事業

測量

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量、 開
発・製造

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

・自作機1 レーザースキャナ（VUX-1）
・Matrice600 3
・Phantom系 4
・Mavic2Pro  1
・PowerEgg  1

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

200時間以上 1
100時間以上 1
50時間以上  1
10時間以上 11

公月測量設計
株式会社

　 0973-72-0470
ono@e-kougetsu.co.jp

WEB http://www.e-kougetsu.co.jp

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

・DJI:S1000（1台） 
・Phantom4pro（1台）

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス（1名）
・無人航空従事者（3名）
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株式会社ザイナス ／ 株式会社佐々木精工

株式会社ザイナス

　 097-547-8639
yamamoto@zynas.co.jp

WEB http://zynas.co.jp/

長年培ってきた情報処理技術を活用し、ドローンデータ（画像・動画・センサーデータ）の活
用と AI による分析を行っております。

現在のドローン事業

農林水産業（解析系）、 開発・製造、 教育

今後の事業予定

農林水産業（解析系）、 開発・製造、 点検（建
屋・プラントなど）、 教育

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

株式会社
佐々木精工

　 0978-24-3131
info@sasaki-se.co.jp

WEB www.sasaki-se.co.jp

自動車関連事業を中心に「設計・加工・組立・制御までの一貫した生産体制」のもと、省力化設備の開発、製造を行っ
ています。主な事業は以下の 3 事業です。
■省力化自動機 ・自動車部品製造の加工装置、検査装置 ・半導体部品の組立装置、食品関係の製造装置
■精密加工部品・自動車、半導体、食品、医療関係の装置に使用する部品
■パワーアシストユニット・重量物の手押し作業を容易に運搬可能とする補助装置弊社の得意としているロボッ

ト、画像処理の制御技術および精密部品加工の技術を生かしドローンを活用した分野への展開をしていきたい。

今後の事業予定

測量、 農林水産業（作業系）、 農林水産業（解
析系）、 開発・製造、 物流・運搬

自社用途

農林水産業（作業系）、 農林水産業（解析系）

所有ドローン

・QYSEA FIFISH V6 PLUS（水中ドローン） 1台
・距離ロックソナー
・高性能レーザースケーラー
・ロボットアーム

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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株式会社SamiSamiラボ ／ ciRobotics株式会社

株式会社
SamiSamiラボ

　 0979-62-9924
info@drone-nakatsu.com

WEB https://www.drone-nakatsu.com

（製造）令和 2 年度　産業用ドローン製造・販売機体数：80 機以上　（講習）ドローン操縦士育成セミナー（自社
セミナー）修了者：100 名以上（別府市、宇佐市、上毛町、中津市、専門学校 他多数）

（有資格者）・大分県農薬指導士：4 名 ・FLIGHTS-AG 認定整備士：１名 ・第三級陸上特殊無線技士：２名 ・道路
橋点検士：１名 ・測量士：１名 ・技術士補：１名 ・映像制作技術者：１名 ・水中カメラマン：１名（有資格者） 
・陸上カメラマン：１名　
ドローンによる市街地、山間地、海上等での撮影、映像制作は、公共放送様をはじめ実績豊富です。

（解析）・農薬・肥料メーカーおよび商社との協業により、NDVI マッピングによるリモートセンシングを活用し
た植生管理（水稲、果樹等）等

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農薬散布、 農林水産業（解析系）、 
開発・製造、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 
教育、 スポーツ・エンターテイメント、 観光

今後の事業予定

物流・運搬、 防犯、 警察・消防関連業務、 警
備、 オペレーター向けサービス（空域情報提供な
ど）

自社用途

空撮、 測量、 農薬散布、 農林水産業（解析
系）、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI Matrice600 Pro 1機 ・DJI Phantom4 Pro 2機
・DJI Pantom4 Adv 3機 ・DJI Mavic2 Pro 1機
・DJI Mavic Mini 3機 ・エンルート PG560 1機

・FLIGHTS-AG 3機 ・SamiSami-AG 2機
・SamiSami-AG S17 1機
・Parot BLUEGRASS（植生解析） 1機 他
（搭載機材）
・DJI ZenmuseX3 1個 ・DJI ZenmuseZ3（望遠カメラ） 1個
・DJI ZenmuseXT2（赤外線カメラ） 1個（熱感知による調査、解析、捜索）
・DJI ZenmuseZ30（超望遠カメラ） 1個　・DJI Osmo Actionカメラ 1個
・GoProカメラ 1個 ・グローブライド社製ウインチ 1個
・水中用ドローン名：QYSEA FIFISH V6S水中ドローン １台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

総飛行時間：オペレーター（5名、1000時間以上（3名））
有資格等：国土交通省認定スクール（夜間、物件投下、危

険物輸送を含む）
JUIDAライセンス（操縦者、運行管理責任者、
認定講師）各2名 
DJI Camp技能認定者 2名
農薬散布オペレーター 3名（同 認定講師 3名） 
他

ciRobotics
株式会社

　 097-585-5630
ci-purchasing@cidrone.jp

WEB https://www.cidrone.jp/

弊社ではドローンの販売や開発を行っております。これまでレーザー測量用の大型機体や物流
搬送用シングルローター機の開発や水上ドローンなど空だけではなく様々な用途における機器
の開発を行ってきました。今後もニーズに応えられるドローン開発に注力したいと考えており
ます。

現在のドローン事業

販売、スクール、空撮（観光・報道・不動産・その
他）、農薬散布、開発・製造

今後の事業予定

測量、物流・運搬

自社用途

空撮、測量、農薬散布、物流・運搬

所有ドローン

・DJI製 Phantom4／Inspire2
・農薬散布ドローン ciDroneR17
　その他開発機体を多数所有
 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDA講師 2名
・農薬散布オペレータ 3名
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シェルエレクトロニクス株式会社 ／ 株式会社SYSKEN

シェルエレクトロニクス
株式会社

　 097-528-8826
moritake@shell-ele.com

WEB https://www.shell-ele.com/

今後の事業予定

開発・製造

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

　

株式会社
SYSKEN

　 096-285-1005
ezaki@sysken.co.jp

WEB https://www.sysken.co.jp/

弊社は、NTT インフラ構築事業、総合設備構築事業（電気通信・電気設備・空調・給排水・衛
生設備・産業用太陽光発電・ICT ソリューション）を行っている会社であり、今後、将来性の
高いドローンを活用したビジネスを検討しております。社内では、測量、進捗管理、PR 動画撮影、
太陽光パネル赤外線点検を実施しており、まずは太陽光保守事業を拡大しドローンの活用を広
げているところです。今後は、弊社の技術を反映できる設備工事業を中心としたドローンビジ
ネスを考えており、ドローン・AI・IoT 等の融合による新サービスの提案をご提供致します。

現在のドローン事業

点検（建屋・プラントなど）

今後の事業予定

測量、 農薬散布、 農林水産業（解析系）、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラン
トなど）、 物流・運搬、 防犯、 警察・消防関連業
務、 警備、 教育

自社用途

空撮、 測量、 点検（建屋・プラントなど）、 物流・
運搬

所有ドローン

・DJI PHANTOM 4 2機
・DJI INSPIRE 1Ver2.0 1機
・DJI MATRICE 210RTK 1機 X5S XT XT2
・DJI SPARK 1機
・DJI AGRAS T20 1機
・DJI Phantom 4 RTK 1機
・DJI P4 MULTISPECTRAL 1機

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・DPA3級 2名　　・JUIDA 3名
・SUSC1級 1名　・SUSC2級 6名　
・SUSC3級 4名
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ジャパンドローンスクール大分株式会社 ／ ジョーエンジニアリング株式会社

ジャパンドローン
スクール大分
株式会社
　 097-578-0515

info@japan-drone-school-oita.com
WEB https://www.japan-drone-school-oita.com/

スクールがメインで行っていますが、新商品としてライセンス＋ドローン = SET 販売で PR
しています。機体としてはホビオ・産業用・農薬散布などです。DJI 商品の取り扱いをしてい
ますが、出来るものなら国産で、しかも大分県発を希望しています。シュミレーターも出来る
準備中をしてます。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 農林水産業（作業系）、 点検（建屋・プラン
トなど）、 警察・消防関連業務、 教育、 観光

今後の事業予定

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 農薬散布、 点検（建屋・プラントなど）、 防
犯、 警察・消防関連業務、 観光

自社用途

空撮、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI Phantom 5台
・Mavic 2台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 5名
・JUIDA講師 3名

ジョーエンジニアリング
株式会社

　 097-547-8494
info@joe-engi.com

WEB https://joe-eng.co.jp

現在のドローン事業

点検（建屋・プラントなど）

今後の事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 農林水産業
（作業系）、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）、 
物流・運搬

自社用途

点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・MATRICE 300 RTK
・MAVIC 2 ENTERPRICE DUAL
・MAVIC 2 ZOOM

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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START! ／ 蒼天行政書士事務所

START！

　 080-5265-5961
info@start01.work

WEB  —

各業界のプロモーション動画の制作。観光・サービス PR 動画の制作。
バーチャルなキャラクターがあなただけのキャディさんとしてそばに寄り添い、ゴルフ場のご紹
介・コース攻略を解説する集客支援動画「ばーちゃる☆キャディ 白玉ふぁ。」（YouTube）の制作。
https://www.youtube.com/channel/UCn9-Q118ZduXQcDEdvCc5XQ/featured
心のこもった撮影と編集のため、日々技術を高めています。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、観光

今後の事業予定

スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 
警察・消防関連業務、 スポーツ・エンターテイメン
ト、 観光

自社用途

空撮

所有ドローン

・DJI Mavic Mini （撮影用1台）
・DJI Phantom 4 Pro （撮影用1台）
・Parrot Minidorone MAMBO（教育用2台）

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 1名
　無人航空機操縦技能
　無人航空機安全運航管理者

蒼天行政書士
事務所

　 094-431-3012
info@souten-office.com

WEB http://www.souten-office.com/

蒼天行政書士事務所は、平成 27 年の改正航空法施行直後より、ドローン許可・承認申請に携わってお
ります。福岡はもとより、九州でもトップレベルの許可承認実績を有しています。ドローン許可承認
申請は、クライアント様の機体、用途に応じた申請をする必要があります。ドローン許可承認申請は、
実績豊富な蒼天行政書士事務所にお任せください。

【当事務所の許可承認実績】
・各種包括許可承認申請・催し場所上空承認申請・自作機許可承認申請・福岡空港高度制限地区飛行許
可申請・飛行経験皆無における DID 地区 & 危険物輸送 & 物件投下許可承認 練習申請・最大離陸重量
25kg 以上機体許可承認申請・シングルローター補助者無し海上物流輸送 許可承認申請

現在のドローン事業

スクール、 オペレーター向けサービス（空域情報
提供など）

今後の事業予定

スクール、 農薬散布、 点検（建屋・プラントなど）、 
物流・運搬、 オペレーター向けサービス（空域情
報提供など）

所有ドローン

・DJIMAVIC2ZOOM 1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・パイロット 1名 総飛行時間100時間未満 
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有限会社測量企画センター ／ 株式会社大宣

有限会社
測量企画センター

　 0973-23-9133
skc@coral.ocn.ne.jp

WEB http://skc9133.com

我社はドローン業務を手掛けて、5 年程なります。法令遵守の安全な業務。空撮及び 3 次元写
真測量等も全てお任せ。まずはお気軽にご相談下さい。安全第一・全国飛行許可取得済・最大
10 億円の損害保険・プロパイロット多数・都心での撮影 OK・サービス : ドローン空撮、 事前
申請、 映像編集、 撮影場所確保、 各種点検、 夜間飛行、 飛行禁止エリア飛行。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

今後の事業予定

農林水産業（作業系）、 インフラ点検（橋梁・トン
ネルなど）、 点検（建屋・プラントなど）

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

・dji Matrice 600 Pro-sony α7Ⅲ 1台
・dji Inspire2 Zenmuse X7 16 24 35mm 
　ASPHレンズ 1台
・dji Phantom4Pro 1台
・dji Mavic2Zoom  1台
・dji Mavic Mini  2台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 2名

株式会社大宣

　 097-538-0122
info@daisen21.co.jp

WEB https://www.daisen21.co.jp/

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 インフラ点
検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラントな
ど）、 スポーツ・エンターテイメント、 観光

自社用途

空撮

所有ドローン

・DJI INSPIRE2
・DJI MAVIC PRO

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレーター 2名（総飛行時間 約50時間）
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大洋測量設計株式会社 ／ 中和国際株式会社

大洋測量設計
株式会社

　 0978-32-4234
taiyo44@mocha.ocn.ne.jp

WEB https://taiyo-s50.jp/

現在のドローン事業

測量、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

今後の事業予定

測量、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

測量

所有ドローン

・DJI マトリス 210RTKV2 2台
　赤外線カメラ
・マトリス 600 1台  
・ファントム 4PRO 1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 1名

中和国際株式会社

　 097-576-7082
chuwacorp@gmail.com

WEB https://www.chuwacorporation.com

ドローン観光により、インバウンド観光客増加に取り組んでおります。ドローン観光に興味が
ありましたらご連絡頂ければと思います。 一緒にドローン観光を盛り上げて行きましょう

現在のドローン事業

観光

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 物流・運搬、 
スポーツ・エンターテイメント、 観光

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

　



—　　—23

株式会社テクノコンサルタント ／ 東京電機大学

株式会社テクノ
コンサルタント

　 097-578-7811
j-haji@oita-techno.com

WEB https://wj-rdc.jp

建設コンサルタントで培った測量・点検・調査の技術をベースに、ドローンサービス業務を遂
行いたします。空だけでなく、水中・水上・施設内部にも対応します。ドローンと最先端技術
を活用した総合マネジメントやシステム開発も行います。種々のニーズに応じたドローンの開
発や製造・販売・リースも致します。ドローンやロボットに関することなら、何でも気軽に弊
社へご相談下さい。

現在のドローン事業

販売、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測
量、 開発・製造、 インフラ点検（橋梁・トンネルな
ど）、 点検（建屋・プラントなど）、 農林水産業（作
業系）

今後の事業予定

スクール、観光、 農林水産業（解析系）、 警察・
消防関連業務、 スポーツ・エンターテイメント

自社用途

空撮

所有ドローン

・ciRobotics レーザー測量用大型ドローン（リー
グル社製レーザースキャナー搭載） 1機

・DJI MATRICE210RTK 1機

・DJI INSPIRE2 1機
・DJI PHANTOM4 PRO V2.0 2機
・DJI MAVIC AIR 1機  DJI INSPIRE1 1機  
・島内エンジニア MAGPIE 960A 1機
・FRYABILITY ELIOS 1機
・Parrot ANAFI Thermal 1機
・Skydio J2 1機 
・ACSL PF2 煙突点検用 1機
・東光鉄工 TSV-RQ1(災害対応) 1機
・Ble Robotics  Blue ROV2(水中) 2機
・Power Vision  Power Ray(水中) 1機
・コデン  RC-S3(水上) 1機 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 11名
・JDA事業用ライセンス 1名 
・JDA2級ライセンス 4名

東京電機大学

　 03-5284-5329
yokota@mail.dendai.ac.jp

WEB  —

救急災害時ドローンプラットフォームとして活動しています。災害時の空撮、アセスメントか
ら医療物資搬送等を行っています。また、内閣府防災の SIP と連携した統合的ハザードマッ
プの開発や AI 搭載による活動人員の状況把握などを行っております。
災害時に災害対策本部や航空運用調整班との連携を確立しオペレーションを行っています。災
害現場におけるヘリなどの有人機とドローンのセンサー自走による衝突回避実証なども行って
います。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 物流・運搬、 
警察・消防関連業務

今後の事業予定

物流・運搬、 警察・消防関連業務

自社用途

空撮、 物流・運搬

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中



—　　— —　　—23 24

株式会社DOIT ／ 有限会社仲道製作所

株式会社DOIT

　 0977-76-5460
info@doit-oita.com

WEB http://www.doit-oita.com

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 点検（建屋・
プラントなど）

今後の事業予定

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

空撮、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

　

有限会社
仲道製作所

　 090-4486-0333
hinaha003@gmail.com

WEB  —

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 点検（建屋・
プラントなど）

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラン
トなど）

自社用途

空撮、 測量、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・インスパイヤー 1台
・インスパイヤー2 1台
・ファントム4Pro 2台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレーター1人 飛行時間約50時間  
　ライセンスありません
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西日本コンサルタント株式会社 ／ 日進コンサルタント株式会社

西日本コンサルタント
株式会社

　 097-543-1818
somu@nishicon.co.jp

WEB https://www.nishicon.co.jp

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 インフラ点検
（橋梁・トンネルなど）

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

　
〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

日進コンサルタント
株式会社

　 0979-24-5436
info@e-nissin.co.jp

WEB http://www.e-nissin.co.jp

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

今後の事業予定

インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

・DJI製PHANTOM4PRO
・MAVIC AIR
・INSPIRE2 各1台 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス （1名）
・無人航空機従事者 （7名）
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株式会社日建コンサルタント ／ 株式会社ノーベル

株式会社
日建コンサルタント

　 097-534-0313
hashimoto-t@nikken-c.jp

WEB https://www.nikken-c.jp/

ドローン活用においては多分野で実績多数！
経験豊富なプロオペレーターが実務対応致します。
※記載しきれませんので Web ページをぜひチェック下さい♪

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量、 イン
フラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

空撮、 測量

所有ドローン

・DJI Matrice300RTK 1台
・ZenmuseH20・DJI D-RTK2
・DJI Inspire1 v2 2台
・ZenmuseX3、ZenmuseZ3、ZenmuseXT

・DJI Mavic Air 1台
・DJI Mavic 2 Pro 1台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・JUIDAライセンス 2名

株式会社ノーベル

　 0973-28-5578
y-nomoto@nobel.blue

WEB https://nobel.blue

株式会社ノーベルは、ドローンを活用してクライアントの様々な課題を解決するドローン
のトータルソリューションカンパニーです。目的に応じたドローンの運航・販売・物流・
人材育成を行っています。特に防災分野におけるドローンの活用を積極的に推進していま
す。JUIDA 認定スクール NDMC 大分日田校（SCHOOL AWARDS 受賞）UTC キャンパス 
Phantom4RTK 写真測量講習

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農薬散布、 農林水産業（解析系）、 
物流・運搬、 警察・消防関連業務、 教育、 ス
ポーツ・エンターテイメント、 観光

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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濱田建築設計事務所 ／ 株式会社ビジュアルプロ瞬

濱田建築
設計事務所

　 0977-22-8340
sh05473@mua.biglobe.ne.jp

WEB  —

現在のドローン事業

点検（建屋・プラントなど）

今後の事業予定

インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

点検（建屋・プラントなど）　

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

　

株式会社
ビジュアルプロ瞬

　 097-575-2211
katuto@mocha.ocn.ne.jp

WEB  —

弊社では販売、スクールとこれまで数々の空撮業務を行い、NHK やテレビ局などのに納入し
てきました。また、空撮したものを 3D 化や、地図に重ねる加工を施すことにより、コンサル
ティング会社様の仕事にもお役立ていただいております。大学との共同研究に参画し、その成
果を共有しております。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 測量、 農林水産業（作業系）、 インフラ点
検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラントな
ど）、 スポーツ・エンターテイメント、 観光

今後の事業予定

農薬散布、 農薬散布、水中

自社用途

空撮、 測量、点検、農林水産業

所有ドローン

・DJI製 Matrice 600
・Inspire1&2
・Phantom4ProV2
・Mavic2 Pro & Mavic2 Zoom
・MAVIC MINI

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・DJIインストラクター 1名 
・DJIスペシャリスト 1名
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有限会社ヒューマック大分 ／ 豊前市役所

有限会社
ヒューマック大分

　 097-524-0100
maki@humac.co.jp

WEB https://dorone-humac.jimdofree.com/

ドローンスクール 講習実績 
受講者 2020 年 9 月現在 289 名 

現在のドローン事業

販売、 スクール

今後の事業予定

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 農薬散布、 
スポーツ・エンターテイメント

自社用途

空撮

所有ドローン

・DJI Mavicpro 6台
・DJI spark1台
・DJI mavicmini 6台
・parrot アナフィー 1台
・操縦練習シュミレター 23台

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・ドローン検定協会 指導員 6名

豊前市役所

　 0979-82-1124
sousei@city.buzen.lg.jp

WEB  —

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 インフラ点
検（橋梁・トンネルなど）、 点検（建屋・プラントな
ど）、 警察・消防関連業務

今後の事業予定

観光

自社用途

空撮、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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株式会社プロダクションナップ ドローン事業部 ／ 有限会社堀防水工事

株式会社
プロダクションナップ
ドローン事業部
　 095-821-1900

m-irigaki@production-nap.com
WEB http://www.production-nap.com/drone/

TV 番組・CM・PV 等撮影実績 500 以上、大分津久見や長崎・福岡におけるドローン物流へ
の参加、北海道・四国での風力発電施設 50 基以上のほかインフラ・プラント点検、その他、
大手航空会社や携帯キャリア・IT 企業との協業を行なっております。ドローンに関わる業務
には全てチャレンジしていく姿勢で、全国各地で業務に携わらせて頂いております。ぜひ皆様
と一緒に、業界を盛り上げていければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

現在のドローン事業

販売、スクール、空撮（観光・報道・不動産・その
他）、測量、農薬散布、農林水産業（作業系）、
農林水産業（解析系）、開発・製造、インフラ点検

（橋梁・トンネルなど）、点検（建屋・プラントなど）、
物流・運搬、防犯、警察・消防関連業務、警備、
教育、観光、オペレーター向けサービス（空域情
報提供など）

今後の事業予定

鉱業、スポーツ・エンターテイメント

自社用途

空撮、測量、農薬散布、農林水産業（作業系）、
農林水産業（解析系）、点検（建屋・プラントな
ど）、物流・運搬、警備

所有ドローン

・Phantom 4 Pro ・Phantom 4
・Phantom 4 RTK ・Inspire 2
・Mavic 2 Zoom ・Mavic 2 Pro
・Mavic Pro ・Matrice 210
・Matrice 300 RTK ・AGRAS MG-1
・AGRAS T-20 ・PRODRONE PD6TMS
・PRODRONE PD4TMS 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

DJIマスター1名、DJIインストラクター2名、産業用
マルチローターインストラクター・オペレーター1名、
NAPドローンスクールインストラクター3名、NAPド
ローンスクールライセンス7名、マイクロドローンオ
ペレーター2名、第一級陸上無線技術士2名、第
一級陸上特殊無線技術士2名、開発者1名

有限会社
堀防水工事

　 070-2403-1213
horisaaan1213@gmail.com

WEB http://horibousui.jp/

ドローン事業を開始して間もないですが、よろしくお願いいたします。

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 点検（建屋・
プラントなど）

今後の事業予定 

スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その他）、 
測量、 農薬散布、 インフラ点検（橋梁・トンネルな
ど）、 点検（建屋・プラントなど）、 物流・運搬、 防
犯、 警察・消防関連業務、 警備、 教育、 スポー
ツ・エンターテイメント、 観光

自社用途

空撮、 点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

・DJI SPARK
・DJI Mavic air 2

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

堀貴博 30~40時間 JUIDA 操縦技能士、
安全運行管理者



—　　— —　　—29 30

夢想科学株式会社 ／ 株式会社明光コンサルタント

夢想科学株式会社

　 097-574-5428
izumi@anaheim-laboratory.com

WEB https://www.facebook.com/musokagaku

現場で起きている不具合に対して、対応できる無人機の開発を行っています。また、橋梁点検
に関しては、2015 年より国交省での実証実験や技術性能試験を経て点検支援技術性能カタロ
グに掲載頂き、ドローン（飛行型や水上型）での橋梁点検を行っております。また、撮影した
画像を解析して損傷を AI で抽出する技術も評価頂いております。

現在のドローン事業

販売、スクール、空撮（観光・報道・不動産・その
他）、測量、農林水産業（解析系）、開発・製造、イ
ンフラ点検（橋梁・トンネルなど）、点検（建屋・プラ
ントなど）

今後の事業

防犯、警察・消防関連業務、警備、教育

自社用途

空撮、測量、農林水産業（作業系）、農林水産業
（解析系）、点検（建屋・プラントなど）

所有ドローン

①橋梁点検用ドローン（国土交通省:点検支援
技術性能カタログ掲載）

⇒DJI製1機、オリジナル 2機 
②その他汎用・実験用ドローン⇒オリジナル 5機
③水中ドローン⇒QYSEA社製FIFISH V6 1機 
③水上ドローン（主に点検用途）
　⇒オリジナル 3機 
④ローバー（自動搬送実験用）⇒オリジナルメカ

ナムホイール 1台、4輪駆動車 1台、
④ホバークラフト（実験用）⇒オリジナル 1機 

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・オペレータ 1名：600時間以上

株式会社
明光コンサルタント

　 0979-32-2011
meikou-c@ray.ocn.ne.jp

WEB http://meikou-nakatsu.co.jp

現在のドローン事業

空撮（観光・報道・不動産・その他）、 測量

今後の事業予定

インフラ点検（橋梁・トンネルなど）

自社用途

測量

所有ドローン

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中
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YDPST（ゆふいんドローンプロサービス）/合名会社ユフプロ

YDPST（ゆふいん
ドローンプロサービス） 
／合名会社ユフプロ
　 080-6448-7227

info@tokinokakera.com
WEB http://shop.yufuin-drone.com

2016 年よりテレビ番組やオリンピック関連のプロモーションなど映像空撮をメインにドローンを活用おりましたが、2019 年よりオンラインショップでのドローン販
売を始めました。大分県内のお客様には配達と合わせて簡単なレクチャー、セットアップサービスを無料で提供させて頂いております。安全にドローンを運用す
るための正しい技術と知識を身に付けて頂けるようアフターサポートに力を入れております。DJI スペシャリスト認定試験も行っておりますのでこれからドローンを活
用していきたいという方は挑戦してみてはいかがでしょうか。また弊社宿泊事業と合わせたドローンユーザー向けサービスとして、空撮許可の取れた絶景をドロー
ン仲間と空撮する宿泊型交流イベント『ドローンの宿』も不定期開催しております。今後少人数対象の映像編集講座やドローンフライトレッスン付き宿泊プラン

『ドローンの合宿』も開催予定です。2020 年より農薬散布の請負を始めました。熊本、大分県内の農家さんをお手伝いさせて頂いております。デモ散布、
請負散布は大分県内どこでも伺いますのでお問い合わせください。2019 年大分県ドローン産業研究開発事業として、VRゴーグルとエアロバイクを連動させた
大分県のバーチャル空中散歩システムを開発させていただきました。集客用、体験型コンテンツとしてイベント、展示会等でご好評いただいております。ドロー
ン体験会、イベント出展等も行っておりますのでお問い合わせいただければと思います。また水中ドローンでの調査、点検も行っております。販売もしております。
大分県のドローン屋さんとしてユーザーに近い目線で、よりドローンを安全に楽しむためのお手伝いをさせていただければと思います。よろしくお願いします。

現在のドローン事業

販売、 スクール、 空撮（観光・報道・不動産・その
他）、 農薬散布、 点検（建屋・プラントなど）、 警
察・消防関連業務、 教育、 スポーツ・エンターテ
イメント、 観光、 オペレーター向けサービス（空域
情報提供など）

今後の事業予定

農林水産業（解析系）、 インフラ点検（橋梁・トン
ネルなど）、 防犯、 警備

自社用途

空撮、 農薬散布

所有ドローン

・MG-1
・M600 PRO
・INSPIRE 2
・PHANTOM 4 PRO
・MAVIC AIR 2
・FIFISH V6

〈所有するドローンのタイプ〉

上空  陸上  水上  水中

オペレーター

・DJIインストラクター
・JUIDAインストラクター
・CHASING CAMPインストラクター（水中ド

ローンインストラクター）
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