
OITAドローンフェスタ2019

時 講演テーマ 登壇者（敬称略）

10:00 ∼ 10:10 主催者挨拶

10:10 ∼ 10:55 基調講演 
スマートドローン登場、シリコンバレーからの次世代技術

11:05 ∼ 11:50 基調講演 
ドローン業界の現状と将来展望

13:00 ∼ 13:25 国内外でのドローンの
産業利活用事例と今後の発展性の紹介

13:35 ∼ 14:10 災害領域での実証実験・サービス事例

14:20 ∼ 15:00 物流領域での実証実験・サービス事例

15:30 ∼ 16:20 ドローンの利活用の
今後に向けたパネルディスカッション

16:30 ∼ 17:00 ドローン振興施策の紹介

開催内容

ドローン産業の国内外の動向や、産業領域毎の事例発表を行い、
将来的に新しいビジネス創造や経済発展、雇用創出の貢献につながる講演会を行います。

ドローン有識者によるパネルディスカッション・講演会（iichiko 5階 音の泉ホール）
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12月20日（金）

開催概要

会 場 iichiko総合文化センター及び大分県立美術館OPAM

開 催 日 2019年12月20日（金）・21日（土）10:00∼17:00

入 場 料 無料

監 修 一般社団法人日本UAS産業振興協議会

主 催 大分県、大分市

企画・運営 ブルーイノベーション株式会社

子供向けドローン操縦・プログラミング体験会（OPAM 2階 研修室）

デモンストレーション（OPAM 西側広場）

開催日時 12月21日（土）10時 16時

今後大きく成長するドローン・ロボティクス産業を支える次世代の人材育成のきっかけとして、
最先端技術であるドローンに触れることができる体験会です。

操縦体験会ではスタッフから基本操作を教わり、
子供が自らドローンを操縦する体験が受けられます。

ドローンプログラミング体験会では、
自らが作ったプログラミングでドローンを飛ばす体験ができます。
(事前申し込み制ですが、操縦体験会は若干名当日枠を設けております。）

来場者見学型体験。産業用ドローン、UGVなど、
日常目にする機会が少ない実機のデモンストレーションを行います。
（屋外のデモンストレーションのため、天候により時間帯が変更になる場合があります）

機体 企業 12月20日(金) 12月21日(土)

ELIOS ブルーイノベーション株式会社 11:00 ∼ 11:15
15:10 ∼ 15:25 15:10 ∼ 15:25

Mavic Mini 合名会社ユフプロ 11:30 ∼ 11:45
13:30 ∼ 13:45

13:00 ∼ 13:15
14:40 ∼ 14:55

OPTIM X 株式会社オプティム 12:00 ∼ 12:15
14:00 ∼ 14:15

12:30 ∼ 12:45
14:10 ∼ 14:25

GasStar 1
ANAFI THERMAL

KMT株式会社 大分オフィス
株式会社ロボデックス

12:50 ∼ 13:15
14:30 ∼ 14:55

11:50 ∼ 12:15
13:30 ∼ 13:55

このほか、屋内の見本市会場において、水中ドローンのデモンストレーション（iichiko 1階 アトリウム）や
UGVのデモンストレーション（OPAM 1階 アトリウム）も行います。
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産業領域別技術展示ゾーン iichiko総合文化センター 1Fアトリウム
既存で事業化、サービス化がされている領域でのドローンの利活用事例紹介

株式会社オプティム
株式会社九州電力
GROOVE X株式会社
ciRobotics株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社
株式会社翔和
株式会社ズームス
合同会社イー・プレイグラウンド

株式会社
北陸チューリップ
株式会社フルテック
Sheeps order

合同会社ユフプロ
株式会社ロボデックス

大分県における企業の事例コーナー iichiko総合文化センター 1Fアトリウム
大分県ドローン協議会に参画している企業による取り組みを紹介
大分県ドローン協議会
KMT株式会社大分オフィス

株式会社テクノコンサルタント
西日本ロボット・ドローンセンター

日本文理大学
九州大学

ゴードービジネスマシン株式会社
柳井電機工業株式会社

国内の実証実験事例コーナー 大分県立美術館OPAM 1Fアトリウム
国内でイマ取り組まれている実証実験段階の技術のパネル展示

最新の機体紹介コーナー 大分県立美術館OPAM 1Fアトリウム
国内・世界でイマ作られているユニークな機体展示

SyriusRobotics 炬星科技 株式会社自律制御システム研究所 Skydio, Inc.

用途別技術展示ゾーン 大分県立美術館OPAM 1Fアトリウム
今後事業化、サービス化が期待される領域でのドローンや他モビリティ連携の可能性の紹介

IHI運搬機械株式会社
株式会社オーイーシー
株式会社ORSO

京セラ株式会社
トッパン・フォームズ株式会社
株式会社トルビズオン

日本UAS産業振興協議会
株式会社ＮＴＴドコモ
ブルーイノベーション株式会社

夢想科学株式会社
FLYABILITY SA
株式会社レスターエレクトロニクス

ワークショップ・セミナー（iichiko 4階 中会議室1）
来場者参加型のワークショップやセミナーを実施し、大分県初のドローン活用方法の創出を目指します。

時 講演テーマ

12:00 ∼ 13:00

公的資金活用セミナー
講演者 OITAドローンフェスタ2019運営事務局

補助金や助成金、委託事業など公的資金を活用したことがない方に向けての活用セミナーです。
公的資金活用のメリット、種類、調べ方、応募方法、採択のポイント、

過去にドローン関係で採択されている事例などをわかりやすく紹介します。

13:30 ∼ 15:30

「大分×ドローン」による未来創造ワークショップ
ファシリテーター 株式会社iTiDコンサルティング 取締役 チーフエクゼクティブコンサルタント 北山 厚

大分が特徴を活かしながらどんな街、産業を目指しそこにドローンがどう活用できるのか。
ドローンを活用して大分を元気にすることを一緒に考える参加型ワークショップです。

様々な企業の新しい価値創造への取り組み事例も紹介します。

12月20日（金） 12月21日（土）
時 講演テーマ

10:00 ∼ 12:00
JUIDA理事と会員の交流会

講演者 一般社団法人日本UAS産業振興協議会
常務理事 岩田 拡也、理事・事務局長 熊田 知之

13:00 ∼ 14:00 ドローンとAIを使った最新農業事例紹介
講演者 株式会社オプティム 九州支社 サブマネージャー 岸山 洋介

14:00 ∼ 15:00 上空シェアリングサービスsora:shareが開拓する空の経済
講演者 株式会社トルビズオン 代表取締役CEO 増本 衛

15:00 ∼ 16:00
いまなら間に合う ドローンの法律＆ビジネスモデル

講演者 株式会社ORSO 代表取締役社長 CEO 兼 東京大学大学院工学系研究科 非常勤講師
坂本 義親

S-1 農業
S-2 土木
S-3 水中調査

展示ブースエリア 機体・ポート展示エリア エンタメ実演エリア

展示ブースの領域 S-7 教育
S-8 防災・救命
S-9 アプリケーション

S-4 エンターテインメント
S-5 点検
S-6 物流

S-10 大分県事例
S-11 国内事例
S-12 海外事例
S-13 最新機体

海外の実証実験事例コーナー 大分県立美術館OPAM 1Fアトリウム
世界でイマ取り組まれている実証実験段階の技術のパネル展示

出展企業・団体一覧


