
新型コロナウイルス感染症

拡大防止にご協力ください。

ド ロ ー ン展

第
二
回 山口県産業
参加
無料

＆フライト体験会

日 時 ４月２２日 ( 金 )

　

場 所 （旧）翔北中学校

参加費 無料・予約制

ドローンによる社会基盤のイノベーションを目指し

最新機材の展示と防災 DX ソリューションの展示体験会

開 催 概 要

最 新 ド ロ ー ン を 見 て 触 れ て 体 験 し よ う 。

主催　山口県産業ドローン協会
〒740-0021 山口県岩国市室の木町 4丁目８４－１　
                       和宏産業㈱内

事務局専用ダイヤル
TEL:080-3877-6699
Mail:office@y-drone.com
HP：http://y-drone.com/

2022 年
１０:００～１６:００
【雨天決行】　

山口県周南市長穂１４３５−１

※雨天場合は体育館にて開催予定。

　　　　　　　　　　　　　最新情報は HP をチェック

　　　　　　　　　　　　もしくは裏面の参加申込書から

　　　　　　　　　　　　参加申込はこちらからでも

検索y drone

( 旧 ) 翔北中学校
徳山カントリークラブ

３１５

３７６
３７６

徳山駅（在来線口）より防長バス
（③番の場）から「長穂「行きに
乗車し終点の「徳山カントリー前」で
下車し徒歩１０分
（１日５往復運行 片道８９０円）

バスで
お越しの方

車で
お越しの方

JR徳山駅から車で約２５分
山陽自動車道徳山東ICから
                        車で約２５分

話題の“国産ドローン”
取扱企業の追加出展が

決定！！
参加企業は裏面をチェック



COMPANY INFOMATION

フィールド映像システム

展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース フライト実演ZOOM展示 フライト実演

COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

DJI フラッグシップモデルの展示

フライト実演ZOOM展示

COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

SONY「Airpeak S1」 AUTEL EVOⅡ V2 DUAL の展示
プロフェッショナル向けドローンSONY「Airpeak S1」の特約店として、
販売・サポートを行っています。フランスParrot 社とAUTEL ROBOTICS 社の
1次代理店として販売・サポートを行っています。

フライト実演ZOOM展示 フライト実演フライト体験

ＫＭＴ株式会社

ベースシステム山口

COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

ドローンライブ配信システム
「ドローンライブ配信システム」は 5つの特長があります。
①低遅延　②高画質　③録画再生機能　④クラウド対応
⑤日本全国どこからでもリアルタイムでの視聴が可能

フライト実演ZOOM展示 フライト実演

株式会社 三友

DJI の各種ドローン機体の展示。産業用のフラッグ
シップモデルであるMatrice300 RTK、測量に特化した
Phantom 4 RTK の展示と活用事例の紹介。

山口支店
災害現場（ドローン、ウエアラブルカメラ等）と
災害対策本部等、多地点を接続した双方向リアル
タイムコミュニケーションシステム。

COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

話題の水中ドローン、展示
利活用が進む話題の水中ドローン。2大メーカー（CHASING、QYSEA）の
機体展示。一般社団法人日本水中ドローン協会下関校のスクールの
紹介。一般社団法人 ドローン操縦士協会（DPA）下関校の紹介。

フライト実演ZOOM展示

株式会社 イシン

COMPANY INFOMATION展示ブース参加形態 展示ブース

狭小空間ドローン「ELIOS 2」の紹介
プラント、工場、狭小空間専用のドローン「ELIOS 2」の紹介
※当日は zoomにて担当者とお繋ぎする場合がございます。

フライト実演ZOOM展示ZOOM展示

ブルーイノベーション㈱

フライト体験

フライト実演

COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

Skydio 社ドローンとドローン向け通信プランの紹介

フライト実演ZOOM展示

株式会社NTT ドコモ
 中国支社　山口支店

北米ドローンメーカー Skydio 社のドローン紹介。
ドローン向け料金プラン「LTE 上空利用プラン」の紹介。

ZOOM展示 COMPANY INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

ACSL 社「SOTEN（蒼天）」および「Fi4」の展示
国産ドローンメーカーであるACSL社のプロダクト「 未来を支える
セキュアなドローン『SOTEN（蒼天）』  」の展示・デモフライトの実施
および「 閉鎖空間点検・調査ドローン『F4』  」の展示。

フライト実演ZOOM展示 フライト実演フライト体験

株式会社 ミラテクドローン

ZOOM展示 ASSOCIATION INFOMATION展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース

災害対応ドローンの展示と活動報告
災害に活用できるドローンの展示とデモンストレーション。
技術向上の為に協会で行っている訓練の紹介、自治体等の防災訓練の参加・
活動報告など。航空法改正に伴う無人航空機の登録制度の告知。

フライト実演ZOOM展示 フライト実演フライト体験

Yamaguchi Industrial Drone Association
山口県産業ドローン協会

DRONEMIRATEC

株式会社ミラテクドローン

ACSL 製国産ドローン「SOTEN( 蒼天 )」デモ飛行

ドローン訓練システム

初心者から上級者まで
練習になります。

屋外・屋内問わず
訓練が可能です。

消防・警察などでも
採用されています。1 2 3

NIST-STM体験会

参加企業一覧
COMPANY INFOMATION

全天候型ドローンの展示
全天候型ドローン AQUAの展示 . 初公開の自動航行が可能な
ヘリコプター型ドローンの展示デモフライトを実施。

展示ブース ZOOM展示フライト体験参加形態 展示ブース フライト実演ZOOM展示 フライト実演フライト体験

有限会社  錦秀建設

同時
開催

デモ会場タイムテーブル　
10：10

　山口県産業ドローン協会
11：00　

ドローンライブ配信システム
災害現場レーザー計測デモ
SONY 製ドローン「Airpeak S1」デモ飛行

10：30

11：30　 PRO DRONE 製 全天候型ドローン「AQUA」デモ飛行

12：00 災害救助「赤外線捜索＆スピーカー」緊急救援物資配送ドローン

13：00 NTT フィールドテクノ フィールド映像システム
12：30

　山口県産業ドローン協会

株式会社  三友　

KMT株式会社
有限会社  錦秀建設

13：30 有限会社  錦秀建設 PRO DRONE 製 全天候型ドローン「AQUA」デモ飛行

14：00 　山口県産業ドローン協会 災害救助「赤外線捜索＆スピーカー」緊急救援物資配送ドローン

14：30 ベースシステム山口 RTK を利用した自動点検と赤外線撮影＆高解像度グリッド撮影

15：00 KMT 株式会社 SONY 製ドローン「Airpeak S1」デモ飛行

15：25 株式会社ミラテクドローン

10：00 開会挨拶
※悪天候等の諸事情により予定を変更する場合がございます。

ACSL 製国産ドローン「SOTEN( 蒼天 )」デモ飛行

 

参加申込書
第 2回山口県産業ドローン協会展（令和 4年 4月 22 日）に参加申し込みます。

参加者名（フリガナ）　　　　　連絡先電話番号　　　希望時間帯　ドローン体験を　申込者
申込日　令和　　年　　月　　日

希望する
希望しない

午前
午後

午前
午後

希望する
希望しない

※申込者は○を記入ください。
※ドローン体験は事前予約者のみとさせて
頂きます。また、時間調整のためご来場の
お時間をお伺いする場合がございます。

午前
午後

希望する
希望しない

団体名

参加申込先：山口県産業ドローン協会
             和宏産業㈱内

FAX：0827-23-0892　
TEL    :    080 -3877-6699
mail : office@y-drone.com

FAXもしくはメール、またはWEB（表面のQRコード）にてお申し込みください。

※ご提供頂きました個人情報は本展示会
　のみ使用致します。

ン展


