大分県ドローン協議会

2022年3月

掲載会員の事業一覧（１）
機体・周辺装置など
会員企業・団体
等の名称

所在地

IVY 大分高度コン
ピュータ専門学校

大分市

不動産,
他)

筑紫野市
アスキム (株)
（福岡県）
京都市
合同会社アドエア
（京都府）
APEX JAPAN (株)
(株) インテリア大
分
(株) エー・ディー
・イー
(株) エフェクト
MR (株)
(株) オーイーシー
一般社団法人 大分
県治山林道協会
岡谷鋼機 (株)
規光コンサルタン
ト(株)
大分県杵築市地域商
社 (株) きっとすき

九州建設コンサル
タント (株)
KMT (株) 大分オ
フィス

サービスなど

販売 リース 開発・ 空撮 農林 農林 測量 点検・ 点検・ 物流・ 防犯 警察・ 警備
製造 (観光, 水産業 水産業
調査 調査 運搬
消防

大分市

〇

〇

〇

〇

〇

〇

大分市
別府市
福岡市
（福岡県）
大野城市
（福岡県）
大分市

(解析
関連)

〇

〇

(株) コイシ

大分市

公月測量設計 (株)

玖珠郡

ゴードービジネス
マシン (株)

大分市

(株) ザイナス

大分市

(株) SamiSamiラ
ボ

中津市

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

教育

教育 スポー ドロー 各種 活用 その他
ツ・エ ン関連 手続 相談
ンタメ のソフ
・コン
ト開発
サル等

(操作・ (操作・
スクー スクー
ル等) ル以外)

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

大分市
大分市

〇

(空撮
以外)

〇

大分市
杵築市

(インフ (インフ
ラ関連) ラ以外)

〇

大分市
名古屋市
（愛知県）

(作業
関連)

観光

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

掲載会員の事業一覧（２）
機体・周辺装置など
会員企業・団体
等の名称

所在地

シェルエレクトロ
ニクス (株)

大分市

サービスなど

販売 リース 開発・ 空撮 農林 農林 測量 点検・ 点検・ 物流・ 防犯 警察・ 警備
製造 (観光, 水産業 水産業
調査 調査 運搬
消防
不動産,
他)

〇

臼杵市

〇

START!

大分市

〇

蒼天行政書士事務 大牟田市
所
（福岡県）
(有) 測量企画セン
日田市
ター
宇佐市

中和国際 (株)

大分市

(株) テクノコンサ
ルタント
(株) 東豊開発コン
サルタント
とびかめら
西日本コンサルタ
ント (株)
(株) 日建コンサル
タント
日進コンサルタン
ト (株)

大分市

(インフ (インフ
ラ関連) ラ以外)

教育

教育 スポー ドロー 各種 活用 その他
ツ・エ ン関連 手続 相談
ンタメ のソフ
・コン
ト開発
サル等

(操作・ (操作・
スクー スクー
ル等) ル以外)

〇

合同会社システム
doing

大洋測量設計 (株)

(解析
関連)

(空撮
以外)

〇

熊本市
（熊本県）

(株) SYSKEN

(作業
関連)

観光

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

日田市
大分市

〇

大分市

〇

〇

〇

大分市

〇

〇

〇

中津市

〇

〇

(株) ノーベル

日田市

(株) 文化財保存活
用研究所

大分市

夢想科学 (株)

大分市

(株) ワールドオ
フィス

大分市

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※）この事業一覧には、「自社用途」のドローン活用は含まれません。

ＩＶＹ大分高度コンピュータ専門学校
097-537-2471 ✉ info@ivy.ac.jp
https://www.ivy.ac.jp/
ドローン事業
－

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

陸上

水上

水中

・DJI Mavic Mini ３機
・DJI Tello ５機

自社用途
教育（ドローン操作、スクールなど）

自社PR
ＩＶＹ大分高度コンピュータ専門学校では新年度より
情報システム学科においてドローン教育をカリキュラムに
取り入れます。国交省マニュアルに従った飛行訓練と改
正航空法に基づいたテキストを用い、無線航空従事者
試験合格をめざします。
対象となる３ＤＣＡＤ専攻では２Ｄ・３ＤＣＡＤによ
る設計を中心に学んでいますが、就職先の中には近年
ドローン導入を進める企業も増えています。他の専攻で
はＡＩ、ＩｏＴ、ロボット、クラウド、センサーを使ったア
プリ開発など、多彩なコンピュータ技術を学ぶことが出来
ます。

アスキム株式会社
092-408-9977 ✉ yamauchi@askhim.jp
https://www.askhim.jp
ドローン事業
販売、空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（解
析関連：生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関
連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査（インフラ以外：建
屋、プラントなど）、防犯、警察・消防、警備、教育（ドロー
ン操作、スクールなど）、教育（操作、スクール以外）、各
種手続、活用相談・コンサルタント

自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、農林水産業（解析関連：生
育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関連：橋梁、ト
ンネルなど）、点検・調査（インフラ以外：建屋、プラントな
ど）、防犯、警察・消防、警備、教育（ドローン操作、スクー
ルなど）、教育（操作、スクール以外）

自社PR
当社は、ドローンスクールから調査・測量から設計、施工、検
査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスでICT等
を活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性
向上のお手伝いを行っております。建機による施工の為のマ
シンガイダンス「3D-MG」機器の販売取付まで行っております
ので、当社にて一貫してバックアップ致します。また、「3DMG」のデモ会場も当社で保有しております。

所有ドローン

上空

・DJI Matrice 600 Pro １機 ・DJI Matrice 210 RTK １機
・DJI Matrice 300 RTK １機 ・Inspire 2 ２機
・DJI Phantom 4 Pro １機 ・DJI Phantom 4 Adv ３機
・DJI Mavic 2 Pro １機
・Mavic 2 ENTERPRISE DUAL
２機 ・Mavic 2 Pro ２機
・PowerEgg X １機

周辺装置
・Yellow Scan Surveyor Ultra ・I-XM-100 1億画素カメラ
・DJI Zenmuse P1
・DJI Zenmuse XT2 赤外線カメラ
・DJI Zenmuse Z30
・DJI Zenmuse X5S

ソフトウェア
Agisoft Merashape Professional、 Autodesk DWG
TrueView、 Bently DGN 各種、 CIMPHONY plus 連携
ツール、 CloudCompare、 EX-TREND武蔵、 POSTpac
UAV、 TREND-CORE、 TREND-ONE、 TREND-POINT、
YellowScan Cloudstation、 Trimble Business Center、
Micro Station CONNECT Edition

オペレータ
・JUIDA認定講師 8名
・DJI CAMPスペシャリスト 1名
飛行平均750時間

合同会社アドエア
090-1071-9892 ✉ adairdipr@gmail.com
https://sites.google.com/view/eos-spec/
ドローン事業

所有ドローン

販売、開発・製造、物流・運搬、教育（ドローン操作、
スクールなど）

上空

陸上

水上

水中

自社製マルチコプター型ドローン

周辺装置
自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、物
流・運搬、教育（ドローン操作、スクールなど）

ドローン用緊急パラシュート、着陸用パラシュート、エアバッ
ク

自社PR
スカイスポーツ製品の開発・指導・販売実績をドローン用
緊急危機回避アイテム及び、ノウハウの提供をしています。
2021年度は固定翼ドローンからのパラシュート開傘テスト
を実施し物流ドローンへ提供できる危機対策として確実
性を実証いたしました。
安全実証済みの固定翼ドローンとのセットでの製作も開
始します。

APEX JAPAN株式会社
097-523-1515
-

✉ mizobe@apex-j.com

ドローン事業
販売、開発・製造、空撮（観光、不動産、その他）、
農林水産業（作業関連：農薬散布など）、測量、点
検・調査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・
調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）、物流・運
搬、防犯、警察・消防、警備 、教育（ドローン操作、ス
クールなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業
関連：農薬散布など）、物流・運搬、警備

自社PR
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。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

自社製UAV多数、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、多用途自動制
御搭載車両、自社製USV 多数、多用途自動制御搭載
水上艇

オペレータ
〈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

株式会社インテリア大分
097-521-8844 ✉ asaoka@interior-oita.co.jp
http://www.interior-oita.co.jp/
ドローン事業
空撮（観光・不動産・その他）、点検・調査（インフラ
以外：建屋、プラントなど）

所有ドローン

陸上

水上

水中

水上

水中

・DJI Phantom4 ADVANCED+ １台
・DJI MAVIC PRO １台

オペレータ

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、点検・調査（インフラ
以外：建屋、プラントなど）

上空

・オペレーター ２名
・ドローン点検技術管理者 １名

自社PR
建築内外装、屋根、外構、水道、電気、家具、建具、
アクリル加工、テント、サイン、神事、式典、イベント、提
灯製作の企画から設計施工管理まで一般住宅から商
業施設、ビル、ホテル、マンション、公共施設、教育施設、
塾、美術館博物館まで幅広く実績があります。
お困りの際には先ずご連絡ください。

株式会社エー・ディー・イー
0977-85-8979 ✉ awaji@autobacs.com
https://www.autobacs.co.jp/ja/index.html
ドローン事業
販売、空撮（観光・不動産・その他）、教育（ドローン
操作、スクールなど）、スポーツ・エンターテイメント

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、スポーツ・エンターテイ
メント

自社PR
ADEでは、新競技「ドローンサッカー 」を展開中です。エ
ンタメ性のある「ドローンサッカー 」を通じてドローンへの
興味と理解を深めていただけます。昨年度は大分県内
の修学旅行生を中心に多数体験いただきました。
また、各種施設における体験イベントも有償にて承ってお
ります。
令和4年度からは運営主体は（株）オートバックスセブ
ン、ADEは協力会社として運営します。
※（株）オートバックスセブンは、カー用品専門店の
AUTOBACS・SUPER AUTOBACSのフランチャイズチエ
ン本部です。

所有ドローン

上空

陸上

・ドローンサッカー専用機体 20機
・空撮用ドローン 5機

オペレータ
5名
DPCAインストラクター

株式会社エフェクト
092-409-1723 ✉ contact@effect-effect.com
https://effect-effect.com/
ドローン事業

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

水上

水中

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

ドローン関連のソフト・システム開発

自社PR
「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。
2019年より「市販ドローン自律飛行プラットフォーム」の開
発に取り組んでおり、市販の安価なドローンをPCによる
遠隔制御で自律飛行させる基盤ソフトウェアの提供を目
指しています。
本製品は、農園や工場などのドローンによる自律巡回監
視等に活用して頂けます。2022年冬のリリースを予定し
ております。

ＭＲ株式会社
080-6004-4474
ドローン事業

✉ yz250cr@gmail.com
所有ドローン

上空

陸上

販売、開発・製造、空撮（観光、不動産、その他）、
・FLIGHTS-AG ２台
農林水産業（作業関連：農薬散布など）、農林水
産業（解析関連：生育診断など）、測量、点検・調
周辺装置
査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査
農薬散布・赤外線カメラ
（インフラ以外：建屋、プラントなど）、防犯、警察・消
防、教育（ドローン操作、スクールなど）、教育（操作、
スクール以外）

オペレータ

自社用途

オペレーター 6人
各位 物件投下資格保有

研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業関
連：農薬散布など）、農林水産業（解析関連：生
自社PR
育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関連：橋
梁、トンネルなど）、点検・調査（インフラ以外：建屋、 各分野にて、ドローンの性能・可能性を最大限に活用し、
ドローン開発や教育に力を入れています。
プラントなど）、警察・消防、教育（ドローン操作、スクー
農業ドローン散布・粒剤散布は
ルなど）、教育（操作、スクール以外）
年間1機→約150ha(実績)。
農業ドローン散布・粒剤
飛行教育も強化中。

株式会社オーイーシー
097-537-9618 ✉ drone@oec.co.jp
https://www.oec.co.jp/
ドローン事業
販売、空撮（観光、不動産、その他）、観光（空撮
以外）、教育（操作、スクール以外）、スポーツ、エン
ターテイメント、ドローン関連のソフト・システム開発、活用
相談・コンサルタント

自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、観光（空撮以外）、教
育（ドローン操作、スクールなど）、教育 （操作、スクー
ル以外）、スポーツ、エンターテイメント

自社PR

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・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 50 機
・DJI tello ８機 ・DJI RoboMaster ロボマスターS1 2機
・オートバックスセブン SKY KICK 11 機

ソフトウェア
・「DUCT」 ドローン飛行場所管理ツール
・「DROTS」 ドローン講習オンライン実技テストシステム

オペレータ

ドローンで地方創生をキーワードに空域管理、観光活用、 産業用マルチローター
オペレーター ２名
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。

一般社団法人 大分県治山林道協会
097-545-2110 ✉ soumu@ocr.or.jp
https://www.ocr.or.jp/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（解析
関連：生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ
関連：橋梁、トンネルなど）

所有ドローン

上空

陸上

水上

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

ソフトウェア
自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（解析
関連：生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ
関連：橋梁、トンネルなど）

自社PR
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。

・ArcGIS Pro
・ERDAS IMAGINE
・TREND-POINT
・Metashape

オペレータ
国交省認定資格 JDAライセンス2級 ５名

水中

岡谷鋼機株式会社
052-204-8302 ✉ yokotak@okaya.co.jp
https://www.ele.okaya.co.jp/
所有ドローン

ドローン事業

上空

陸上

水上

水中

上空

陸上

水上

水中

－
販売、開発・製造、農林水産業（作業関連：農薬散
布など）、農林水産業（解析関連：生育診断など）、
点検・調査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点
検・調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）、物流・
運搬、警察・消防

周辺装置
当社では産業用ドローン搭載可能な小型電動ウインチ
をご提案しております。
Daiwa釣用電動リールで培った高度技術を応用し小型
軽量（630g）を実現しました。
最 大 負 荷 は 8Kgf 、 糸 長 は 80m 、 巻 上 げ 等 速 度 は
0.7m/s（14.5V 負荷5kgf時）となっております。

規光コンサルタント株式会社
097-567-4959
-

✉ eigyou@kind.ocn.ne.jp

ドローン事業
測量、点検・調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）

自社用途
測量、点検・調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）

所有ドローン

・DJI Matrice 210 V2 １台
・DJI Phantom V2 １台
・DJI Mavic 2 １台

周辺装置
・赤外線カメラ XT2
・望遠カメラ Z30
・Zenmuse X5S
（レンズ 25mm１個 45mm 1個）

オペレータ
・JUIDAライセンス 2名

大分県杵築市地域商社 株式会社きっとすき
0978-69-8080 ✉ info@kit-suki.co.jp
https://kit-suki.co.jp
ドローン事業
販売、空撮（観光・不動産・その他）、物流・運搬、
観光（空撮以外）、教育（ドローン操作、スクールな
ど）、活用相談・コンサルタント

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

DJI Mavic 3、Mavic 2 pro、Mavic 2 Zoom、DJI FPV、
Phantom 4、Mini2、Mini 各１台
ドローンサッカー40センチ機体 ２台、 skykick ５台、
ドローン教育プログラミングセット

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、観光（空撮以外）、
教育（ドローン操作、スクールなど）

オペレータ
JDAインストラクター １名

自社PR
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。
杵築市民の皆様・事業者の皆様と一緒になってドローン
を活用した取組みを考えていきます。

九州建設コンサルタント株式会社
097-569-9595 ✉ thatano@qcon.co.jp
http://www.qcon.co.jp/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

オペレータ
オペレータ 46名
(保有資格 DJIスペシャリスト ８名)

自社PR
昭和37年4月の創立し、九州地域を拠点に建設コンサ
ルタントとして国土の保全と発展に貢献して参りました。
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。
その技術の一つとしてドローンを公共事業における測量、
インフラ点検、空撮に活用しています。

所有ドローン

上空

陸上

水上

DJI社製 19機

周辺装置
レーザースキャナ、 赤外線カメラ

ソフトウェア
写真加工ソフト、 ３次元点群データ処理ソフト、
３次元設計ソフト、 ３次元CG作成ソフト

水中

KMT株式会社 大分オフィス
097-535-8222 ✉ m-ashikari@kmtech.jp
https://kmtech.jp/drone/
ドローン事業
販売、空撮（観光・不動産・その他）、農林水産業
（解析関連： 生育診断など）、教育（操作、スクー
ル以外）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（解析
関連： 生育診断など）、教育（ドローン操作、スクール
など）

自社PR
弊社は、ソニーマーケティング株式会社の特約店として、
SONY「Airpeak S1」の販売とサポートを行っています。
また、Parrot社、AUTEL ROBOTICS社の１次代理店
として販売とサポートを行っております。
【リモートセンシングでの NDVI 解析サービス】
圃場をマルチスペクトルセンサー搭載ドローンでセンシング
し 、NDVI 解析による診断マップをご提供いたします。
大分県内、福岡県内にて多種品目の解析実績と、研
究データも採取しております。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・SONY Airpeak S1
・Parrot ANAFI-USA、 ANAFI-Ai、 BLUEGRASS-FIELDS、
DISCO-PRO-AG、ANAFI-WORK、 ANAFI-THERMAL

・AUTEL EVO2 V2シリーズ、 EVO Liteシリーズ
・DJI Phantom 4 Pro /V2、 P4 Multispectral/RTK

ソフトウェア
Pix4Dmapper、Pix4Dfields

オペレータ
オペレーター数 5名、 200時間以上 2名、 産業用無人ヘ
リコプターオペレーター指導員認定証 1名、 第一級陸上特
殊無線技士 1名、 第二級海上特殊無線技士 1名、 第
三級陸上特殊無線技士 1名、 大分県農薬指導士 1名

株式会社コイシ
097-506-0400 ✉ info@koishi.co.jp
https://www.koishi.co.jp
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、ドローン関連の
ソフト・システム開発

自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査（インフ
ラ関連：橋梁、トンネルなど）

所有ドローン

上空

陸上

水上

・自作機１（APEX JAPAN）
・自作機２（ciRobotics）
・自作機３（APEX JAPAN）マルチビーム用ボート
・PD6BType3C （ProDrone）
・Matrice 600 （DJI）
・Phantom 4 RTK （DJI） 他

周辺装置
・UAVレーザースキャナ
VUX-1UAV-22（Riegle）
VUX-1UAV（Riegle）
・マルチビームソナー
Base-Xprofiler（NORBIT）

水中

公月測量設計株式会社
0973-72-0470 ✉ soumu@e-kougetsu.co.jp
http://www.e-kougetsu.co.jp
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

陸上

水上

水中

・DJI Phantom 4 pro １台
・DJI S1000 １台
・Terra Lidar One １台

周辺装置
３次元レーザースキャナ

オペレータ
・JUIDAライセンス １名
・無人航空従事者 ３名

ゴードービジネスマシン株式会社
097-568-4600 ✉ izumi@godobm.net
https://godobm.net/
ドローン事業
販売、リース、開発・製造、物流・運搬、防犯、観光
（空撮以外）、スポーツ・エンターテイメント

所有ドローン

上空

・DJI Matrice 600 pro

周辺装置

１．放送ユニット（無線でリアルタイム放送）
２．ウインチユニット（1.のオプション品又は、ウインチ
物流・運搬、防犯、観光（空撮以外）、スポーツ・エン
機能単独でも可能）
ターテイメント
３．FPVモニター（2.のオプション品）
４．ボイスアダプター
オペレータ
（1.のオプション品）
６名
※ 4.は現在デモ機の製作中です。
JUIDAドローン認定資格 １名
主な機能
陸上特殊無線2級免許 １名
・リアルタイムでマイク放送
陸上特殊無線3級免許 １名
・ SDカードリーダー内臓
その他特殊技能受講者 ４名
MP3音声ファイルをワンタッチで
再生（アナウンス音、効果音等）
自社PR
・ 翻訳機（ポケトーク等）接続
端子でリアルタイムに多国語に
大分市にあるＩＴ、事務機器販売商社です。お客様の
翻訳放送が出来る。
困ったをワンストップで解決するお手伝いをさせて頂きます。
地元企業ならではのフットワークでサービスを提供します。

自社用途

株式会社ザイナス
097-547-8639 ✉ yamamoto@zynas.co.jp
https://www.zynas.co.jp/
ドローン事業
ドローン関連のソフト・システム開発

自社PR
AI、データ分析、画像分析などデータの活用やソフトウェ
ア構築を得意としております。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

－

ソフトウェア
・ドローンデータ（動画、画像）の共有クラウドシステム
・動画データから３Dモデル自動構築システム

株式会社SamiSamiラボ
0979-62-9924 ✉ info@drone-nakatsu.com
https://www.drone-nakatsu.com
ドローン事業
販売、開発・製造、空撮（観光、不動産、その他）、農林
水産業（作業関連：農薬散布など）、農林水産業（解析
関連：生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関
連：橋梁、トンネルなど）、観光（空撮以外）、教育（ド
ローン操作、スクールなど）、スポーツ・エンターテイメント

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業関
連：農薬散布など）、農林水産業（解析関連：生育診
断など）、測量、点検・調査（インフラ以外：建屋、プラント
など）

自社PR
（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

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・DJI Matrice 600 Pro １機 ・DJI Phantom 4 Pro ２機
・DJI Phantom 4 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 ・QYSEA FIFISH V6S水中ドローン １台

周辺装置
DJI Zenmuse X3１個、DJI Zenmuse Z3(望遠カメラ) １個、
DJI Zenmuse XT2(赤外線カメラ) １個 (熱感知による調査,
解析,捜索)、 DJI Zenmuse Z30 (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

オペレータ
・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

シェルエレクトロニクス株式会社
097-528-8826 ✉ moritake@shell-ele.com
https://www.shell-ele.com/
ドローン事業
開発・製造、ドローン関連のソフト・システム開発

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

上空

陸上

水上

水中

－

自社PR
ドローン飛行中での音響による障害物検知センサーを研
究しています。まだ開発途中ですが、実用化に向け検討
を進めています。

株式会社SYSKEN
096-285-1005 ✉ ezaki@sysken.co.jp
https://www.sysken.co.jp/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業
関連：農薬散布など）、農林水産業（解析関連：
生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関連：
橋梁、トンネルなど）、点検・調査（インフラ以外：建
屋、プラントなど）、教育（操作、スクール以外）

自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業関
連：農薬散布など）、農林水産業（解析関連：生
育診断など）、測量、点検・調査（インフラ関連：橋
梁、トンネルなど） 、教育（操作、スクール以外）

所有ドローン

DJI Phantom 4 ２機、 Phantom 4 PRO ３機、
Phantom 4-RTK １機、 Phantom 4 -マルチスペクトル
１機、 AGRAS-T20 １機、 Inspire 1 Ver2.0 １機、
Matrice 210 RTK １機、 SPARK １機

周辺装置
DJI Zenmuse X5S １個、 DJI Zenmuse XT2 １個、
DJI Zenmuse XT １個、 粒剤散布装置 １個

ソフトウェア
DJI Terra、 PIX4Dfields

自社PR
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、農薬散布、発育調査等を実施しており、まず
は太陽光保守事業、農薬散布事業の拡大を検討していく
事を考えております。今後とも宜しくお願い致します。

オペレータ
DPA３級
JUIDA
SUSC３級
SUSC２級
SUSC１級

２名
２名
４名
14名
１名

合同会社システムdoing
0972-83-5544
-

✉ osaki@system-doing.com

ドローン事業
空撮（観光・不動産・その他）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

水上

水中

DJI 各種３台

オペレータ
飛行時間 500時間以上 ２名

自社PR
映画撮影参加、テレビ撮影参加、各種空撮

START!
080-5265-5961 ✉ info@start01.work
https://fore-shiratama.com/
ドローン事業
空撮（観光・不動産・その他）、観光（空撮以外）、
スポーツ・エンターテイメント

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、スポーツ・エンターテイ
メント

自社PR
【見えないものを撮る】をコンセプトに『高いクオリティの映
像表現』を常に目指しながら、クライアントに寄り添うよう
に、各種用途に応じたプロモーション動画や集客、広報
支援動画の制作をワンストップで行っています。
また、大分県経営革新事業であるオリジナルキャラクター
『白玉 ふぁ。』を採用し、クライアントの商品やサービス、
観光やスポーツなどのナビゲーターとして年齢や性別を問
わず広く親しまれる『エンターテイメント性の高いPR動画』
なども制作しています。

所有ドローン

上空

陸上

・Phantom 4 Pro １台
・Mavic Mini
１台

オペレータ
・無人航空機操縦技能
・無人航空機安全運航管理者 計１名

蒼天行政書士事務所
0944-31-3012 ✉ info@souten-office.com
http://www.souten-office.com/
ドローン事業
各種手続、活用相談・コンサルタント

自社PR
当事務所は、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。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・DJI Mavic 2 ZOOM
・DJI Phantom 4 PRO+

オペレータ
一般社団法人農業ドローン協会 教官資格 １名

有限会社測量企画センター
0973-23-9133 ✉ skc@coral.ocn.ne.jp
http://skc9133.com/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査
（インフラ以外：建屋、プラントなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

オペレータ
・JUIDAライセンス 2名

自社PR
我社はドローン業務を手掛けて、 7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
てお任せください。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。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・DJI Matrice 300 RTK １機 ・DJI Matrice 600 １機
・DJI Inspire 2 １機
・DJI Phantom 4 Pro 1 機
・DJI Mavic 2 Zoom １機
・DJI Mavic Mini ２機

周辺装置
Pro-SONY α7 １台、 Zenmuse X7 16 24 35mm
各種１台、ASPHレンズ １台、DJI Zenmuse L1 １台、
DJI Zenmuse H20T １台

ソフトウェア
・Agisoft Metashape
・DJI TERRA
・福井コンピュータ(株) TREND-POINT

大洋測量設計株式会社
0978-32-4234 ✉ taiyo44@mocha.ocn.ne.jp
https://taiyo-s50.jp/
ドローン事業
－

自社用途

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

水上

水中

・DJI Matrice 210 RTK V2 2台
・DJI Matrice 600 1台
・DJI Phantom 4 PRO 1台

測量、点検・調査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）

周辺装置
・赤外線カメラ
・３Ｄレーザースキャナ

ソフトウェア
解析ソフト
pix4D メタシェイプ リアルワークス

オペレータ
・JUIDAライセンス 1名

中和国際株式会社
097-576-7082 ✉ chuwacorp@gmail.com
https://www.chuwacorporation.com/
ドローン事業
観光（空撮以外）

自社用途
観光（空撮以外）

自社PR
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。

所有ドローン
－

上空

陸上

株式会社テクノコンサルタント
097-578-7811 ✉ info@wj-rdc.jp
https://wj-rdc.jp
ドローン事業
販売、開発・製造、空撮（観光、不動産、その他）、測
量、点検・調査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、
点検・調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）、ドロー
ン関連のソフト・システム開発、活用相談・コンサルタント

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量

オペレータ
・JUIDAライセンス 6名 ・JDA2級ライセンス 4名

自社PR
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致します。空だけで
なく、水中・水上・法面・施設や設備の内部にも対応致
します。ドローンと最先端技術を組み合わせた統合マネ
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・販売も対応します。特に、
ACSLの代理店であり、最新のSOTEN他の国産ドローン
を販売します。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。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

レーザー測量用 1機、 ACSL PF2 3機(橋梁点検用、防災
用他)、 ACSL SOTEN 2機、 DJI Matrice 210 RTK 1機、
DJI 空撮用 5機、 FRYABILITY ELIOS2 1機、 Parrot
ANAFI Thermal 1機、 Skydio J2 1機、 ソニー Air Peak
1機、 Blue Robotics Blue ROV2(水中) 2機、 水底清
掃用(水中、自社開発) 1機、 コデン RC-S3(水上、深浅
測量用) 1機、 法面点検用(陸上、自社開発) 1機

周辺装置
レーザースキャナー 1台、 赤外線カメラ 4台、 シングルビーム
ソナー(深浅測量用) 1台、 イメージングソナー(水中周囲状
況把握用) 1台

ソフトウェア
META-SHAPE (オルソ画像作成ソフト)、TREND-POINT
(三次元点群処理ソフト)、FRIR-TOOLS (熱画像解析ソフ
ト)、二時刻熱画像温度差
解析ソフト (法面等の点検
用)、KURAVES-ACTIS
(コンクリートのひび割れ
解析ソフト)

株式会社東豊開発コンサルタント
0973-23-1289 ✉ tkc-toho@poppy.ocn.ne.jp
https://tkc-toho.co.jp/
ドローン事業
－

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、教育（操作、
スクール以外）

オペレータ
・JUIDAライセンス
１３名
・無人航空従事者１級 １名
・無人航空従事者２級 １名

自社PR
昭和６３年の創業以来地域に密着した建設コンサルタ
ント会社。「郷土の発展と安全・安心な街づくりのため、
次世代への礎を築き続ける」の実現に向け、ドローンや
三次元スキャナー等、最新の測量技術を取入れ既存技
術との融合を図り、アップデートした技術の利活用に積
極的に取組んでいます。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・DJI Matrice 600 １台
・DJI Mavic pro １台
・Parrot Bebop 2 Adventurer １台

周辺装置
・3Dレーザースキャナー GLS-2000
・ドローンレーザースキャナー イエロースキャンVX20
・スラム型レーザースキャナー Hovermap

ソフトウェア
ContextCapture、 MicroStation PowerDraft、
TerraScan、TerraModeler、 TerraMatch、 TerraPhoto
YellowScanVx-20/データ処理用ソフト、 CloudStation
Strip Adjustment、 CloudStation Terrain

とびかめら
090-2397-3995
-

✉ tobicamera@gmail.com

ドローン事業
販売、開発・製造、空撮（観光、不動産、その他）、
スポーツ・エンターテイメント

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）

自社PR
動画制作サービスとして2020年に事業をスタートし、これ
までドローンを活かしたミュージックビデオや施設プロモー
ションなど、映像制作に多数関わらせていただきました。
最近では特に、自社で独自のカスタムを施した業務用
FPV機体を使い、狭所やスピード感のある映像の提供に
力を入れております。
また、トイドローンを使った障害物競争や風船割りゲーム
など、初心者に敷居の低いイベントブースの出展も取り
扱っております。
地元大分への貢献をモットーに、これからも皆様の心に
届くサービスをお届けします。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・オリジナル業務用FPV機
・DJI MINI2
・DJI Mavic AIR2S
・DJI Inspire 2

オペレータ
オペレーター １人
所 有 資 格 ： JUIDA 無 人 航 空 機 操 縦 技 能 者 、
JUIDA 安全運航管理者、 ドローン検定 無人航空従
事者 １級、 第三級陸上特殊無線技士、 第四級ア
マチュア無線技士

西日本コンサルタント株式会社
097-543-1818 ✉ somu@nishicon.co.jp
https://www.nishicon.co.jp/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査（イ
ンフラ関連：橋梁、トンネルなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査（イ
ンフラ関連：橋梁、トンネルなど）

オペレータ
JUIDAライセンス 2名、 無人航空従事者 23名

自社PR
近年、多発する自然災害に備えながら、皆様の生活の
安全・安心を守るために欠くことが出来ない社会インフラ
整備に関わる建設コンサルティングやそれに伴う周辺の
環境対策に十分配慮し、地域住民や社会の意見に耳
を傾けながら事業を進めています。
私たち西コンは「広い視野に立ち、豊かな感性を生かし
て」これからも事業者の技術的なパートナーとして今後も
地域に貢献し信頼される会社を目指し続けます。

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

DJI社製 8台
Spark、Mavic Mini、Mavic 2、Phantom 3、
Phantom 4、Inspire 2

ソフトウェア
Metashape、ScanMaster、TrendPoint、V-nasClair

株式会社日建コンサルタント
097-534-0313 ✉ sit@nikken-c.jp
https://www.nikken-c.jp/
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査
（インフラ以外：建屋、プラントなど）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量、点検・調査
（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査
（インフラ以外：建屋、プラントなど）

オペレータ

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・DJI Matrice 300 RTK １台 ・DJI Mavic 2 Pro １台
・DJI Inspire 1 v2 ２台
・DJI Mavic Air １台

周辺装置
・赤外線カメラ：Zenmuse XT
・ズームカメラ：Zenmuse Z3、Zenmuse H20

ソフトウェア
・3Dデータ、オルソ画像データ作成：Pix4D mapper
・3Dデータ編集・解析：TREND-POINT

・JUIDA 無人航空機操縦士・安全運行管理者 ３名
・JDA UAV2級操縦士 １名

災害調査

施設紹介・PR動画

写真測量

施設点検

自社PR
空撮はもとより、写真測量やGISの知識を生かした３D
データ、オルソ画像作成等の技術サービスを提供していま
す。協力会社との提携によりレーザーを使った測量やイン
フラ点検にも対応可能です。
CERD（大分大学減災・復興デザイン教育研究セン
ター）との連携による災害調査にも携わっています。

日進コンサルタント株式会社
0979-24-5436 ✉ info@e-nissin.co.jp
https://www.e-nissin.co.jp
ドローン事業
空撮（観光、不動産、その他）、測量

所有ドローン

上空

・Phantom 4 PRO
・Mavic AIR
・INSPIRE 2 各１台

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）、測量

オペレータ
・JUIDAライセンス １名
・無人航空機従事者 ７名

陸上

水上

水中

株式会社ノーベル
0973-28-5578 ✉ info@nobel.blue
https://nobel.blue
ドローン事業
販売、空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業
（作業関連：農薬散布など）、農林水産業（解析
関連：生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ
以外：建屋、プラントなど）、物流・運搬、警察・消防、
観光（空撮以外）、教育（ドローン操作、スクールな
ど）、教育（操作、スクール以外）、スポーツ、エンター
テイメント、活用相談・コンサルタント

自社用途

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

－

自社PR
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・人材育成を行っ
ています。
ドローンスクールNDMC 大分日田校を運営しています。

空撮（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業
関連：農薬散布など）、農林水産業（解析関連：
生育診断など）、測量、点検・調査（インフラ以外：
建屋、プラントなど）、物流・運搬、
警察・消防、観光（空撮以外）、教育（ドローン操作、
スクールなど）、スポーツ、エンターテイメント

株式会社文化財保存活用研究所
097-556-7337
✉ hozon-katsuyou@kdr.biglobe.ne.jp
https://www.rekishiwoikasu.com/
ドローン事業
空撮（観光・不動産・その他）、その他（文化財等の
３Ｄモデル作成・調査）

自社用途
空撮（観光、不動産、その他）

３Ｄモデルの例（熊野摩崖仏）

所有ドローン
・DJI Phantom 4 Pro
・DJI Phantom 4 RTK

上空

陸上

水上

水中

夢想科学株式会社
097-574-5428 ✉ izumi@anaheim-laboratory.com
https://www.facebook.com/musokagaku
ドローン事業
販売、リース、開発・製造、空撮（観光、不動産、その
他）、農林水産業（作業関連：農薬散布など）、農林
水産業（解析関連：生育診断など）、測量、点検・調
査（インフラ関連：橋梁、トンネルなど）、点検・調査
（インフラ以外：建屋、プラントなど）、警備、教育（操
作、スクール以外）、ドローン関連のソフト・システム開発

所有ドローン

上空

陸上

水上

水中

・橋梁点検用飛行型ドローン 3台
・その他用途のドローン 6台
・水上ドローン 6台
・水中ドローン 2台
・陸上ドローン 3台

周辺装置
自社用途
研究・開発・製造（本体、周辺装置、ソフト等）、空撮
（観光、不動産、その他）、農林水産業（作業関連：
農薬散布など）、農林水産業（解析関連：生育診断な
ど）、測量、点検・調査（インフラ関連：橋梁、トンネルな
ど）、点検・調査（インフラ以外：建屋、プラントなど）、
警備、教育（操作、スクール以外）

自社PR
弊社はインフラ点検に特化した各種ドローン（飛行型、水
上型、地上型、水中型）の開発と実験や点検業務を
行っています。橋梁点検に関しては、国土交通省発行の
「点検支援技術性能カタログ」に3技術登録されています。

・橋梁点検用カメラジンバル
・水上型ドローンに搭載用の水中ドローン
・地上型ドローン搭載用照明装置

ソフトウェア
・橋梁点検： AIによる損傷抽出（ひびみっけ）、
オルソ画像、３Dモデル化
・空撮： 測量用途のオルソ画像

オペレータ
・基本オペレータ 1名
（ドローン歴11年、飛行時間1000時間以上）
・協力オペレータ 多数（業務提携企業）

株式会社ワールドオフィス
097-554-2123 ✉ info@worldoffice.jp
https://www.worldoffice.jp/
ドローン事業
－

所有ドローン

上空

陸上

・DJI Mavic2 Enterprise Dual １機
・DJI Spark １機

自社PR
創業以来ビジネスクリエーターとして、数々の新しいビジ
ネスモデルを提案・構築し続けてきました。
ビジネスをクリエートすることの楽しさと喜びを感じ続けな
がら、クライアント様に寄り添って、業種を問わずイノベー
ションからベンチャーまで事業開発を行ってまいります。
先端技術やデジタルトランスフォーメーションなど猛スピー
ドで進化と成長を遂げるビジネス環境下の中、次を見据
えたインサイトセールスを続けてまいります。
ビジネスクリエーション×情熱と信念×寄添う心を大切に、
クライアント様と共に成長し続けていきます。

周辺装置
・赤外線カメラ
・スピーカー
・スポットライト
・ビーコン
・レーザー照射器

オペレータ
SUSCライセンス所有者 2名

水上

水中

