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ロボットフェスタふくしま2016 
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航空宇宙フェスタふくしま2016 
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■開催概要 

■開催タイトル         ロボットフェスタふくしま2016 同時開催 航空宇宙フェスタふくしま2016 
 
■開催日時         2016年11月19日（土） 9：30～16：00 
                          オープニングセレモニー（テープカット）9：15～ 
          ※会場設営 11月18日（金） 
 
■来場者数      7,200人（※11／20（日）福島民報誌面にも掲載）受付にてハンディカウント実施 
 
■開催会場          ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南二丁目５２）  
              ＜ロボットフェスタふくしま2016・航空宇宙フェスタふくしま2016＞  
              多目的展示ホール A・B・Ｃ、屋外展示場 
   ＜未来のロボットアイデアコンテスト＞ 中会議室A  
 
■構    成        ①ロボットふれあいステージ 
          ②体験ブース/展示ブース 
              ③航空宇宙ブース 
          ④未来のロボットアイデアコンテスト 
          ⑤その他ブース 
 
■シャトルバス      郡山駅西口⇔ビッグパレットふくしま  
              ＜担当＞ 郡山中央交通  1号車：124名／2号車：89名の利用 
 
■主   催          福島県 
 
■後   援  復興庁、経済産業省、福島県教育委員会、一般社団法人日本ロボット工業会、 
   国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人科学技術振興機構、 
   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、 
   国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構、 
   技術研究組合国際廃炉研究開発機構（ＩＲＩＤ）、福島県市長会、福島県町村会、 
   福島県電子機械工業会、福島県商工会議所連合会、福島県商工会連合会、 
   福島県中小企業団体中央会、福島県中小企業家同友会、福島県経営者協会連合会、 
   福島県工業クラブ、一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会、 
   ロボット革命イニシアティブ協会、一般社団法人福島県発明協会、 
   公益財団法人福島県産業振興センター、 公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構、 
   公益財団法人郡山コンベンションビューロー、福島県信用保証協会、一般社団法人福島県銀行協会、 
   国立大学法人福島大学、公立大学法人会津大学、日本大学工学部、 
   独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業高等専門学校、日刊工業新聞社福島支局、 
   朝日新聞福島総局、読売新聞東京本社福島支局、毎日新聞福島支局、 
   産経新聞福島支局、河北新報社、福島民報社、福島民友新聞社、NHK福島放送局、 
   福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまＦＭ 
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■会場レイアウト 
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■オープニングセレモニー  

時間 ９：１５～９：３０ 

場所 ロボットふれあいステージ 

実施内容 

①司会登場 
②主催者挨拶 福島県商工労働部長      飯塚 俊二 
③来賓祝辞  福島県県議会議員        勅使河原 正之様 
                    経済産業省製造産業局長   糟谷 敏秀様 
④テープカット呼び込み 
⑤記念撮影・テープカット（※ＳＨＡＲＰロボホン 発声） 

テープカット 
出席者 

①商工労働部長     飯塚 俊二 
②福島県議会議員     勅使河原 正之様 
③経済産業省製造産業局長   糟谷 敏秀様 
④宇宙航空研究開発機構角田宇宙センター長 吉田 誠様 
⑤日本ロボット工業会専務理事   冨士原 寛様 
⑥福島県教育委員会教育長   鈴木 淳一様 
⑦福島県電子機械工業会会長   管野 義知様 
⑧会津大学学長     岡 嶐一様 
⑨福島大学学長     中井 勝巳様 

司会 若槻 麻美 



ロボットふれあいステージ 

■ＭＡＮＯＩダンスパフォーマンス 
■東北大学 吉田和哉教授 トークショー 
■スケルトニクス デモ 
■ＪＡＸＡ 古川 聡 宇宙飛行士 基調講演 
■スケルトニクス サイエンス教室 
■「未来のロボットアイデアコンテスト」表彰式 
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■ロボットによるダンスパフォーマンス 

時間 
①10：30～11：00 
②14：00～14：30 

場所 ロボットふれあいステージ 

実施内容 

MANOI、MANOI GO等、多数のロボットによりパフォーマンスを実施しました。 
・ラジオ体操 
・ブレイクダンス 
・ヘビーローテーション：AKB48 ／ロボットユニット（5体）：いきものがかり 
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■東北大学 吉田和哉教授トークショー 

時間 11：00～11：30 

場所 ロボットふれあいステージ 

演題 「月面探査ロボットへの挑戦  ～チームハクトがめざすもの～」 

講師 東北大学 吉田和哉教授 
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■スケルトニクス デモンストレーション 

時間 11：30～12：00 

場所 
ロボットふれあいステージ 
※展示はステージ脇のスペース 

実施内容 

スケルトニクス（SK-005 スケルトニクス・アライブ）の 
デモンストレーションを実施しました。 
 
※稼働以外の時間帯はステージ脇のスペースに展示。 
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■ＪＡＸＡ宇宙飛行士 基調講演 

時間 13：00～14：00 

場所 ロボットふれあいステージ前／240席＋立ち見含め 合計400名超え 

演題 
テーマ「君も宇宙に行こう」 
宇宙での実験や体験をもとにふくしまの子どもたちに向けた講演をいただくとともに 
質問コーナーも大盛況でした。 

講師 ＪＡＸＡ宇宙飛行士 古川 聡氏 
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■スケルトニクス ロボサイエンス教室 

時間 14：30～15：00 

場所 ロボットふれあいステージ 

実施内容 
スケルトニクスの秘密を解き明かしながら、からくり機構を学べるワークショップ付き
サイエンスショーを開催しました。 
希望者先着50名にキットを配付し、工作を体験いただきました。 
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■「未来のロボットアイデアコンテスト」 

時間 10：30～13：35 

場所 3Ｆ 中会議室A 

コンテスト 
実施内容 

①開会挨拶 福島県商工労働部ロボット産業推進室 室長 北島 明文 
②審査員紹介 
③審査方法説明 
④発表 
⑤審議 
⑥結果発表                                       ＜司会進行＞チームキビタン 

参加チーム 

①会津若松市立城北小学校 城北女子チーム 「ハッピーとポッピー」 
②須賀川市立西袋中学校    鳥友              「ゴミ鳥」 
③小野町立小野中学校       Ｓｈｏｒｔ     「ＧＥＴ ＷＥＬＬ」  
④須賀川市立西袋中学校    佐藤千尋        「ハートヘルパーＡＩさん」  
⑤いわき市立小名浜第一中学校 
  Ｔｗｉｎｋｌｅ                 「Ｓｕｓｔａｉｎｂｌｅ ｇｒe e n」  
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■「未来のロボットアイデアコンテスト」 表彰式 

時間 15：15～15：45 

場所 ロボットふれあいステージ 

コンテスト 
実施内容 

①司会登場 
②開催趣旨説明  福島県商工労働部ロボット産業推進室 
         室長 北島 明文 
③最優秀賞 表彰  
④優秀賞   表彰 
⑤審査講評     株式会社福島ガイナックス 代表取締役 浅尾 芳宣様  
⑥閉会 
 
進行：チームキビタン 
表彰プレゼンター：福島県商工労働部 次長 安達 和久 

入賞者 

■最優秀賞 
いわき市立小名浜第一中学校 
Ｔｗｉｎｋｌｅ 「Ｓｕｓｔａｉｎｂｌｅ ｇｒe e n」 、 
 
■優秀賞 
①会津若松市立城北小学校 城北女子チーム 「ハッピーとポッピー」 
②須賀川市立西袋中学校   鳥友              「ゴミ鳥」 
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■「未来のロボットアイデアコンテスト」 表彰式 

■最優秀チーム 賞状 

■優秀チーム 賞状 

■参加賞 オリジナルフリクションボール 



体験ブース/展示ブース 

■ＤＭＭコーナー 
■松坂桃李ロボ展示 
■ロボット操縦体験 
■ロボット工作教室 
■ロボホンセミナーコーナー 
■日立サイエンスセミナー 
■ドローン体験会 
■dreamLab＜ロボ団＞ロボットスクール 
■企業セミナーコーナー 
■ロボットデモコーナー 
■県内学生によるロボコン実演、ワークショップ 
■富士ソフト(株)紙飛行機工作教室／ロボットミニ相撲 
■ビルメンテナンス ロボットマッチング大会in東北 
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■ＤＭＭロボットコーナー/松坂桃李ロボ展示 
 

時間 終日開催 

場所 ＤＭＭロボコーナー 

実施内容 

ＤＭＭロボの展示および簡単なデモンストレーションを実施しました。 
また、コーナー一角にて、ＬＯＴＴＥ／ＡＣＵＯのテレビＣＭでおなじみの
『トーリロボ』を展示し、 
息を吹きかけるとミントの香りに反応しリアクションするデモを実施しました。 
 
■展示ロボット 
・プリメイドＡＩ  ・Ｃｈｉｐ  
・ＴＡＰＩＡ  ・Ｒｏｂｉ 
・ＢＯＣＣＯ  ・ＰＬＥＮ．Ｄ 
・松坂桃李ロボ 
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■ロボット操縦体験 

時間 終日開催 

場所 ロボットゆうえんち 操作体験ブース 

実施内容 

①カメロボ 
多脚ロボにカメラと搭載し、ウォークマンでロボット目線の映像を確認しながら 
コースを進み、迷路をクリアいただきました。 
 
②ロボットサッカー 
競技用２足歩行ロボットを使ってゴールにシュートを決めて頂きました。 
 
③ロボットバトル 
競技用2足歩行ロボットを操縦し、ロボット同士でのバトルを開催しました。 

参加人数 延べ900名 
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■ロボット工作教室 

時間 

①11：00～11：30（35名、シャボン玉メーカー） 
②11：30～12：00（30名、壁伝いネズミロボ） 
③13：00～13：30（35名、ピッチングマシーン） 
④13：30～14：00（30名、壁伝いネズミロボ） 
⑤15：00～15：30（35名、シャボン玉メーカー） 
⑥15：30～16：00（35名、ピッチングマシーン） 

場所 ロボットゆうえんち 工作教室ブース 

実施内容 

ロボットゆうえんちエンジニアの指導による工作教室を開催しました。 
 
①シャボン玉メーカー 70個 
②ピッチングマシーン 70個 
③壁伝いネズミロボ 60個 

参加人数 延べ200名 

参加方法 開場後、ブースにて整理券配布。※有料500円 
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■ロボホンセミナー 

時間 終日開催 

場所 ロボホンセミナー（ロボホンのデモンストレーション）ロボホン４台※予備２台 

実施内容 

・ロボホンの基本動作をデモとして披露しました。 
・1時間毎に1回の開催（40分程度／1回） 
 シャープ説明員によるロボホン説明：15分程度、お客様に実際にロボホンを
体験頂く：15分程度、質疑応答等：10分 
 ・1回目 10：00～10：40（整理券 9:30~ 配布） 
 ・2回目 11：00～11：40（以下、毎時30分前に配布） 
 ・3回目 12：00～12：40 
 ・4回目 13：00～13：40 
 ・5回目 14：00～14：40 
 ・6回目 15：00～15：40 
 ・定員：24名（6名／1テーブル） ※ロボホン2体／1テーブル 
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■日立サイエンスセミナー 

時間 
①10：00～12：00 
②13：00～15：00 

場所 日立サイエンスセミナーブース 

実施内容 
「音声」の性質について、いろいろな実験を通して学習いただきました。 
簡単な「音声合成」を行い、コンピューターによる音声処理を体験いただきました。 

参加人数 午前・午後／各12名  延べ24名 

参加方法 整理券をブース前で配付 
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■ドローン体験会 

時間 

10：00～10：30 エンルートM’ｓ 
10：30～11：00 体験会 
12：00～12：30 JAEA 
14：00～14：30 エンルートM’s 
14：30～15：00 体験会 
15：00～15：30 エンルートM’s 

場所 ドローン体験会コーナー 

実施内容 
出展企業によるドローンのテスト飛行、および体験会を開催しました。 
JAEAとエンルートM’sの２社により実施し、体験会はエンルートM’s主導のもと
実施しました。体験整理券あり。（午前の部／午後の部） 
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■dreamLab＜ロボ団＞ ロボットスクール 

時間 13：00～16：00 

場所 dreamLab＜ロボ団＞ ロボットスクールコーナー 

実施内容 
レゴブロックを使った3時間のレッスンの中でロボット制作に必要な知識、 
プログラミング基礎技術をワークショップ形式で学習いただきました。 

参加人数 20名（先着優先） 

参加方法 整理券を配布 
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■企業セミナー 

時間 

①11：00～12：00 
②13：00～14：00 
③14：05～14：50 
④14：55～15：25 

場所 企業セミナーコーナー 

実施内容 

①三井住友海上火災保険(株) 
『次世代ロボットの最前線と実用化・ビジネス化のポイント』 
 
②（一財）日本品質保証機構 
『生活支援ロボットの安全規格ISO13482とＪＱＡの評価・認証の 
活用について』 
 
③国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
『楢葉遠隔技術センターの紹介』 
 
④公立大学法人 会津大学コンピュータ理工学部 
『ソフトウェアから見たロボット開発』 
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■ロボットデモコーナー 

時間 終日開催 

場所 ロボットデモコーナー 

実施内容 

■日産ロボカー「ＢＲ23Ｃ」 
各回５分程度ロボットの仕組みを説明した後、１展開５分の体験。 
ロボットがセンサーで障害物を感知し、障害物を避けて進んでいく様子を体感い
ただきました。 
①10：00～ ②12：30～ ③14：00～ 
 
■クローラーロボ 
コース常設しデモを実施しました。 
①10：00～ ②11：30～ ③14：00～ 
 
■アイザック 
コースなし。実施タイムスケジュールは任意。 
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■県内学生によるロボコン実演ほか 

時間 終日開催 

場所 一般ブース 

実施内容 

■出展学校                
福島県立郡山北工業高等学校 ロボット競技大会実演①/ブース出展・PR 
福島県立清陵情報高等学校   ロボット競技大会実演② 
福島県立白河実業高等学校   ロボット競技大会実演③ 
福島工業高等専門学校      ブース展示／デモコース実演 
伊達市立松陽中学校       ブース展示／デモコース実演 
テクノアカデミー郡山         テクアカ・ロボット事例の紹介／Palroほか 
WiZ専門学校            VRを使った展示ほか 
■プログラム 
・各学校任意 
・高校３校合同競技実演会 ①9:50～ ②11:40～ ③14:10～ 
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■富士ソフト(株)デモコーナー 

時間 終日 

場所 ㈱富士ソフトデモコーナー（ロボットミニ相撲＋紙ひこーき教室） 

実施内容 
■ロボットミニ相撲 
■紙飛行機工作 
 ・キビタンオリジナル紙ひこーき制作 
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■ビルメンテナンス ロボットマッチング大会 in東北 

時間 13：00～16：00 

場所 ビルメンテナンス ロボットマッチング大会in東北ブース 

実施内容 

■開会挨拶 
 全国ビルメンテナンス協会東北地区本部 副地区本部長 中川 満 
 
■基調講演 
 第21回世界ビルメンテナンス大会 「ロボットセッション」 
 「ロボットセッション」コーディネーター 田中 幸仁氏（経済産業省） 
 
■最新ビルメンテナンスロボットの紹介 
 ・アマノ株式会社 
 ・NGP-FOTEC株式会社 
 ・フィグラ株式会社 
 ・中西金属工業株式会社 
 ・日菱インテリジェンス株式会社 



航空宇宙ゾーン 

■ＪＡＸＡ 宇宙関連展示コーナー 
■ＪＡＸＡ 音響体験（※別室:３F小会議室1にて） 
■ＡＮＡ航空教室 
■ふうせん宇宙撮影／岩谷圭介氏による展示ブース 
■会津そらの会／会津大学／ムシテックワールド／ 
  宇宙少年団／BCC／宇宙食（ハウス食品・JAXA） 
   ／IHI／富士重工 
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■ＪＡＸＡコーナー 

時間 終日展開 

場所 ＪＡＸＡコーナー 

展示内容 
宇宙作業服およびレンタル品の展示コーナーを設置しました。 
また、宇宙服は実際に着用して記念撮影コーナーは大人から子供まで 
行列の絶えない人気スポットになりました。 
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■ＪＡＸＡ音響体験 

時間 

①10：00～10：20 28名 
②11：00～11：20 30名 
③13：00～13：20 33名 
④14：00～14：20 32名 
⑤15：00～15：20 25名 

場所 3F 小会議室1 

展示内容 ロケット発射時の音響体験 

参加人数 延べ148名 



29 © 2016 (C) TOHOKU HAKUHODO Inc. All rights reserved. 

■ＡＮＡ航空教室 

時間 終日展開 

場所 ＡＮＡ航空教室 

実施内容 

■フライトシミュレーター体験 
・福島空港、伊丹空港へのアプローチ（着陸体験） 
■ANA航空教室 
・職業紹介コーナーや風船飛行機のプレゼントなど 
■スターウォーズジェット展示 

フライト 
シミュレーター 
参加人数 

延べ108名 
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■ふうせん宇宙撮影～手のひらから宇宙までのミニ講演展示 

時間 
終日ブース展開 
・ミニ講演20分×3回 

場所 ふうせん宇宙撮影コーナー 

展示内容 
①風船を使った宇宙撮影について 
②これまでの実験と実績の展示 
③これから目指すもの、そして未来 
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■航空宇宙関連企業展示 

時間 終日開催 

場所 航空宇宙関連企業展示コーナー 

実施内容 

■出展一覧 
・会津そらの会  ・ムシテック 
・会津大学  ・少年 
・福島県  ・BCC 
・JAXA   ・ハウス 
・IHI   ・富士重工業 
 ・マコメ   ・アイテック 
・JA出展企業12社 
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■航空宇宙関連企業展示 



その他 

■企業による出展ブース 
■キッズコーナー 
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■企業出展一覧 

№ 分野 企業 

1 

 災害対応 

株式会社菊池製作所 

2 会川鉄工株式会社 

3 南相馬ロボット産業協議会／㈱タカワ精密 

4 南相馬ロボット産業協議会／㈱栄製作所 

5 南相馬ロボット産業協議会／日本オートマチックマシン㈱ 

6 ハロワールド株式会社 

7 

 廃炉 

IRID／㈱アトックス 

8 IRID／三菱重工業㈱ 

9 IRID／(株)東芝 

10 IRID／日立ＧＥニュークリア・エナジー(株） 

11 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

12 

 生活支援 
 （介護・福祉） 

株式会社菊池製作所 

13 CYBERDYNE株式会社 

14 株式会社アイザック 

15 株式会社エヌティーエス 

16 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 

17 一般財団法人 日本品質保証機構（ＪＱＡ） 

18 「さがみロボット産業特区」（神奈川県） 

19 

 ドローン 

株式会社菊池製作所 

20 株式会社エンルートＭ’ｓ 

21 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

22 株式会社デンソー 

23 株式会社ＮＥＳＩ 

24 スペースワン株式会社 

25 

 ファクトリー 

株式会社不二越 

26 林精器製造株式会社 

27 白河素形材ヴァレー ／株式会社キャスト 
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■企業出展一覧 

28 

大学・高専・試験研究機関 

日大大学工学部 

29 福島大学 

30 【㈱ミューラボ】 

31 会津大学【産学ロボット技術開発支援事業】 

32 福島県ハイテクプラザ 

33 福島県立テクノアカデミー（郡山校） 

34 ＷＩＺ国際情報工科自動車大学校 

35 福島工業高等専門学校 

36 

コミュニケーション 

アサヒ電子株式会社 

37 シャープ株式会社 

38 ＤＭＭロボット 

39 富士ソフト株式会社 

40 有限会社品川通信計装サービス 

41 株式会社興洋 

42 福島コンピューターシステム株式会社 

43 その他 ロボットテストフィールド 
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■企業出展一覧 
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■キッズコーナー 

時間 終日展開 

場所 キッズコーナー 

実施内容 
キッズコーナーを設置し、小さなお子様連れのお客さまにも安心して 
ご観覧いただけるようにしました。 
終日開放しており、延べ人数70～80人の利用あり。 
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■広報関連＜ロボットフェスタふくしま２０１６＞ 

■A4チラシ 表面 ■A4チラシ 裏面 

■Ｂ２ポスター ■ロボフェス２０１６ＨＰ 
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■広報関連＜航空宇宙フェスタふくしま２０１６＞ 
 
■A4チラシ 表面 ■A4チラシ 裏面 

■Ｂ２ポスター 
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■広報関連＜ロボフェス・航空宇宙フェスふくしま２０１６＞ 

■当日案内ガイドA4・2つ折 表面 

■当日案内ガイドA4・2つ折 裏面 
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■来場者アンケート 

■来場者アンケート 
  合計2188枚の回収 
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■来場者アンケート景品 

■来場者アンケート景品一覧 

＜特賞＞ 
    ミニドローン ５機×２種（＝１０本） 
 
＜A賞＞ 
    海洋堂フィギュア 
    ・アイアンマン ５体 
    ・スーパーホーネット ５体 
 
＜B賞＞ 
     工作キット 
    ・ピッチングマシーン ２体 
    ・シャボン玉メーカー２体 
    ・歩くマウス     ２体 
     ・ブロックロボ        ２体 
 
＜富士ソフト賞＞ 
    ・パルロ人形 １０体 
    ・巾着袋   １０枚 
 
＜シャープ賞＞ 
       ・ロボホンシール（50枚）※50枚ﾉﾍﾞﾙﾃｨ 
       ・スマホヘッドホン端子ミニタッチペン（40個） 
       ・スマホのヘッドホン端子に挿す画面クリーナー 
   （13個） 
       ・シャープロゴ入りボールペン（50本） 
 
＜日立賞＞ 
   ・日立ロゴ入りクリアファイル（100枚） 
   ・日立ロゴ入りボールペン（約60本） 
 
＜ロボフェス賞＞ 
   ・オリジナルステッカー2016ーA版（1000枚）/ 2016ーB版（1000枚） 
   ・オリジナルステッカー2015版（100枚） 
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■会場内サイン関連 
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■会場内サイン関連 
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■会場内サイン関連 



46 © 2016 (C) TOHOKU HAKUHODO Inc. All rights reserved. 

■会場内サイン関連 



47 © 2016 (C) TOHOKU HAKUHODO Inc. All rights reserved. 

■会場内サイン関連 
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■会場内サイン関連 
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■会場内サイン関連 
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■新聞記事掲載 

■11／20 福島民友 

■11／20 福島民報 

■11／21 福島民報 

■11／21 朝日新聞 


