
無料駐車場約1,000台完備

開会／主催者挨拶

福島
空港

ビッグパレットふくしま

〈ビッグパレットふくしま〉までの交通アクセス

ロボットと航空宇宙に関連する製品・技術が福島に集結！
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郡山南I.C

▲東北自動車道から
6km 10分

【車】

郡山駅

▲無料シャトルバスで15分
（30分間隔で運行）

【JR】
福島空港

▲リムジンバス
タクシー

郡山駅 無料シャトルバス
【飛行機】 ■ビッグパレットふくしま     

〒963-0115 福島県郡山市南２-52  
TEL.024-947-8010  FAX.024-947-8020  
http://www.big-palette.jp/
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▲

東京から80分

無料シャトルバス
（30分間隔）

福島空港
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いわき

福島
至新潟

新白河

至仙台

至東京

福島県郡山市南２-52  TEL.024-947-8010会場：ビッグパレットふくしま
ロボットに関する
問い合せ先

福島県商工労働部 ロボット産業推進室

 
TEL.024 -521-8568

航空宇宙に関する
問い合せ先

福島県商工労働部 企業立地課

 
TEL.024 -521-7280

11.22㊌ 夕方あさ◯10:00～◯17:00
ビジネス向け
展示・商談会

11.23 夕方あさ◯10:00～◯16:00
ビジネス＆一般向け
展示会

2017

㊍
㊗

ご来場を心よりお待ちしております！

■ロボット本体ならびにシステム
　災害対応／廃炉／医療・生活支援／ドローン／コミュニケーション／
　ファクトリー／農林水産／教育／測量・点検
■要素技術および関連素材・部材供給
　要素技術（アクチュエーター・センサー・ソフトウェア等）
　素材（ＣＦＲＰ・チタン等）　
　部材（ネジ・ハーネス・モーター等）
■ロボット・ドローン関連サービス

ロボット関連 出展対象・展示内容

航空宇宙 出展対象・展示内容

■JAXA特別展/航空宇宙関連産業に関わる企業・大学等研究機関・団体 等
　

航空宇宙フェスタふくしま2017　44社・団体    76ブース
ロボットフェスタふくしま2017　74社・団体 100ブース

ロボットフェスタふくしま
出展者プレゼンテーション

11.22㊌ 
10:45～11:05

11:10～11:35

11:40～12:00

13:00～13:20

13:25～13:45

13:50～14:10

14:15～14:35

14:40～15:00

15:05～15:25

同時
開催

(一社)日本ロボット工業会 システムエンジニアリング部会部会長  小平  紀生氏

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 開発計画部 部長  奥住  直明氏

(一財)総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム 事務局長  秋本     修氏

（三菱電機(株)FAシステム事業本部主席技監）

NEDOセッション
「NEDOドローンプロジェクトへ英知を結集 飛び立て世界へ！」
～ 一度にたくさんのドローンが空を飛んだら”ぶつからないの？”の疑問に応えるために ～
日程 会場11.22㊌ 10:30～12:00 コンベンションホールA

日程 会場11.22㊌ 13:00～16:50 メインステージ「ふれあいステージ」

最新ロボット技術セミナー
ロボット技術は様々な分野で活用が期待されております。
今回、注目を浴びている最新のロボット活用技術について、産業用、廃炉、ドローン、
生活支援分野に焦点を当てて、紹介いたします。

13:00～13:10

13:15～13:45 「製造現場でのIoT導入の動きについて」 (株)シナプスイノベーションIoT事業戦略室 室長  市川  裕則氏

13:50～14:20「産業用ロボットによる生産システムの動向」
 　

14:25～14:55 「IRIDが取り組む研究開発の状況  －ロボットによる燃料デブリの調査・取出し－」

15:10～15:40 「人とドローンの共生する未来社会の実現に向けて」 

15:45～16:15 「高齢者福祉施設で活躍する介護ロボット  PALRO（パルロ）のご紹介」
16:20～16:50

会場ミニセミナーコーナー

航空宇宙フェスタふくしま

会場 メインステージ（ふれあいステージ）

会場 コンベンションホールB

11.22㊌ 
会場 メインステージ（ふれあいステージ）

11:00～12:00

角田宇宙センター所長 吉田　誠 氏
JAXAによる講演

「実は身近な宇宙開発 ～宇宙は常に変化している～」

11.23 11:00～12:00

高橋 智隆 先生

ロボットクリエーター
講演会

たかはし　            ともたか

高橋智隆　プロフィール
１９７５年生まれ。２００３年京都大学工学部
卒業と同時に「ロボ・ガレージ」を創業し京大
学内入居ベンチャー第一号となる。代表作
にロボット電話「ロボホン」、ロボット宇宙飛
行士「キロボ」、デアゴスティーニ「週刊ロ
ビ」、グランドキャニオン登頂「エボルタ」な
ど。ロボカップ世界大会５年連続優勝。米
TIME誌「２００４年の発明」、ポピュラーサイ
エンス誌「未来を変える３３人」に選定。開発
したロボットによる３つのギネス世界記録を
保持。（株）ロボ・ガレージ代表取締役、東京
大学先端研特任准教授、大阪電気通信大学
客員教授、グローブライド（株）社外取締役、
ヒューマンアカデミーロボット教室顧問。

定員
150名
先着順

11.23 13:00～14:00
㊍
㊗

会場 メインステージ（ふれあいステージ）

商談コーナー
11.22㊌ は
会場内に
多数商談コーナーを
設置しています。

エスパル郡山 郡山駅

ア
テ
ィ

ビッグアイ
西口

郡山シティホテル

至東京至福島

※乗車時は行先をご確認ください。
郡山駅西口無料シャトルバス乗降場  発着場所

郡山駅西口       ビッグパレットふくしま
■運行時間　8:45～17：30　 ■30分間隔にて往復便

駐車場もございますが混雑が予想されますので、ご来場
の際は郡山駅発の臨時シャトルバスをご利用ください。

無料シャトルバスのご案内

ビジネス向け展示ブース

11.22㊌.23 両日開催 11.22㊌開催
ロボット関連 ロボット関連 

航空宇宙関連 航空宇宙関連 

NEDOセッション
最新ロボット技術セミナー
出展者プレゼンテーション

JAXAによる講演

ロボットクリエーター高橋 智隆先生 講演会
・日産ロボカー「BR23C」デモ
・シャープ「ロボホンセミナー」
・富士ソフト「ロボット相撲」「紙飛行機工作教室」
・ドローン×女子「ドローン体験＠キッズコーナー」
・その他盛りだくさんの体験・工作教室

一般向け
ブース

福島県ロボット産業推進室 室長  北島  明文

「生活支援ロボットの安全性評価と認証
  ～ISO13482の概要とリスクマネジメントについて～」 (一財)日本品質保証機構認証制度開発普及室 主幹  清水 雄一郎氏

富士ソフト（株）PALRO事業部 部長

富士機械製造（株）

コーワテック（株）

（株）デンソー

（国研）日本原子力研究開発機構

会津大学

山形大学

SkyLink Japan

丸隆工業（株）

マクタアメニティ（株）

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

ANAによる講演

JAXAタウンミーティング
11.23 13:30～16:00

（受付 13:00）
詳しくは「JAXA」および
「福島県企業立地課」HPに掲載

㊍
㊗

㊍
㊗

㊍
㊗ 11.23 開催㊍

㊗

10:30～10:40
（10分）「オープニング」

NEDO  ロボット・AI部　
主査  宮本 和彦 氏
  

10:40～11:00
（20分）セッション①

PwCコンサルティング合同会社

11:00～11:20
（20分）セッション②

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

11:20～11:40
（20分）セッション③

株式会社SUBARU

11:40～12:00
（20分）トピックス

マゼランシステムズ
ジャパン株式会社

ドローンが飛び交う未来に向け！

世界のドローンが熱い！

安心・安全で効率的な物流サービスをドローンで実現！

“ぶつからないクルマ”から“ぶつからないドローン”へ

日本発の準天頂衛星技術をドローンに乗せる！

～ドローンの社会実装を加速させる新たなNEDOプロジェクトを始動～

～グローバル市場の動向分析～

～無人航空機の運航管理システムの開発～

～無人航空機の衝突回避技術の開発～

～準天頂衛星対応受信機の研究開発～

▲

▲

「ANAの新しい挑戦！ドローン、宇宙、アバター！！」
「福島空港の取組み～東北の花で空港も飛行機もラッピング＆FLYERSの活動」

～ふくしまで宇宙ビジネスを語ろう！～

「実は身近な宇宙開発 
～宇宙は常に変化している～」

ANAによる講演

JAXAタウンミーティング

「ANAの新しい挑戦！
 ドローン、宇宙、アバター！！」

～ふくしまで宇宙ビジネスを語ろう！～

上竹　淳二氏

ロボットフェスタふくしま

〈出展者データベース〉はこちら
http://www.robotfesta-fukushima.ｊｐ/



　　 出展者名・出展内容一覧 　　出展者名・出展内容一覧
社名50音順／共同出展含む（10月20日現在）

航空宇宙フェスタふくしま2017ロボットフェスタふくしま2017
出展企業名　　　　　　　　　　　　　　　出展内容出展者名　　　  　　　　　　　　　　　　　出展内容 出展企業名　　　　　　　　　　　　　　　出展内容出展者名　　　  　　　　　　　　　　　　　出展内容

株式会社IHI

会津そらの会

ARC-Space

秋田化学工業株式会社

株式会社伊藤熱処理

株式会社エクストエンジニア

NECプラットフォームズ株式会社

株式会社キメラ

株式会社京岡／株式会社ワイテック

共和熱処理株式会社 岩手工場

株式会社三栄機械

須賀川市

菅澤製機株式会社

鈴木機械株式会社

株式会社スター精機

株式会社橘機工

株式会社タマテック

（一社）中部航空宇宙産業技術センター

株式会社TH放電

TAIF 東北航空宇宙産業研究会

株式会社東鋼

とちぎ航空宇宙産業振興協議会

株式会社永澤機械

名古屋品証研株式会社

ニダック精密株式会社

公益財団法人日本宇宙少年団

日本工機株式会社

（一社）日本航空宇宙工業会

日本パッキング工業株式会社

株式会社野村鍍金

株式会社パスファインダー

福島空港ビル株式会社

株式会社フジ機工

冨士ダイス株式会社

株式会社マコメ研究所

株式会社ミウラ

ミムラ工業株式会社

武蔵野精機株式会社

YURIホールディングス株式会社

エアーズみやぎ/キョ―ユー株式会社

エアーズみやぎ/株式会社登米精巧

エアーズみやぎ/本田精機株式会社

ANA

金属部品の表面処理
FPD関連装置等の採用実績多数

AMS2750・AMS2769対応の真空炉

機械加工サンプル品、技術PR展示

パネル展示

航空機部品組立用治工具

切削加工品

会社および宇宙事業紹介パネル展示他

インコネル、CFRP等難削材の精密機械加
工部品ほか微細加工・超精密機械加工部品

パイロットホールサーチングシステム、
デジタルシックネスゲージ
浸炭処理品、実績データ展示。会社設備の
パネル・モニターによる紹介PR

パネル・サンプル加工品展示他

「須賀川テクニカルリサーチガーデン」の
パネル展示・ＰＲ

材料調達から特殊工程を含む一貫生産体制

各種切削加工部品、航空機ミニチュア（金
属加工品）、会社案内パネル展示ほか

人工衛星筺体部品、JAXA用飛翔体模型、
JAXA、大学用燃焼器部品ほか

航空宇宙関連における機械加工部品、5軸
複合加工部品、旋盤加工部品の出展ほか

航空宇宙用部品等、精密部品加工品の展示

航空宇宙関連に対する中小企業支援等のPR

特殊金属・難削材の加工部品・CFRP加工部品の
展示。ワイヤー放電加工用高速回転機展示

特殊精密切削工具の展示

とちぎ航空宇宙産業振興協議会の
説明パネルの展示PR

同時5軸切削加工アルミ材製品サンプル、
加工動画の再生ほか

航空機製造に関わる品質保証業務の紹介等

パネル・サンプル品の展示

YAC宇宙少年団の紹介・パネル展示

はやぶさ２に搭載のインパクターの展示

国際航空宇宙展2018東京のPR・告知

三次元ガスケット、遮熱カバー、シム、
ブラケットほか

各種めっき・電鋳サンプルおよび大型機械
加工のパネル紹介

レッドブル・エアレース・パイロット室屋義秀氏
の取組むスカイスポーツ啓蒙活動の紹介

福島空港PR

耐摩耗工具のパネル・サンプル品の展示に
よる技術紹介

航空宇宙産業向け製品のＰＲ

部品・パネル展示

板金加工部品

宇宙産業部品、精密石定盤（サンプル）ほか
機械加工部品

パネル・加工部品のサンプル展示

ロボットと航空宇宙に
関連する製品・技術が
福島に集結！

医療
・

生活支援

Fukushima

ファクトリー

災害対応・インフラ
点検

コミュニ
ケーション

※イラストはイメージです。

ドローン

要素技術

航空
宇宙

社名50音順／共同出展含む（10月20日現在）

出展者名　　　  　　　　　　　　　　　　　出展内容

要素技術：画像認識AI

ドローン機器展示、関連サービス

ドローン関連サービス

要素技術：アクチュエータ、ボールネジ

災害対応・インフラ点検・ドローン 

要素技術：洗浄

災害対応・ドローン

とちぎロボットフォーラムの取組みのＰＲ

廃炉

ドローン、農林水産、測量・点検、その他

要素技術

ドローン

福島ロボットテストフィールド関連

ハイテクプラザで開発のロボットの紹介

廃炉創造ロボコン出場ロボットの操作体験

コミュニケーションロボ展示、実演

要素技術：IoT技術を使った通信関係

医療生活支援等サポートロボット

素材：CFRP関連

要素技術・アクチュエータ

ファクトリー：ハンダ付けロボット

廃炉ロボットの模型・ラジコンの展示と
操作疑似体験

実用化開発ＵＡＶの紹介と展示

災害対応・ドローン・測量・
ドローン関連サービス

移乗・移動ロボット「Keipu」の紹介展示

企業連携により研究開発した災害対応ロボット

ロボット施策と取組みの紹介、展示

測量・点検

ドローン・コミュニケーション

マッスルスーツのデモンストレーション、
および来場者向け装着デモ体験

ロボットカー向けシステム開発ほか、
ＵＡＶの自動航行システム開発の紹介

「ドローン×女子」の活動取り組みの
パネル展示・動画

災害対応ロボットの展示や、いわきロボット
研究会の製品・技術のパネル展示紹介

廃炉・ドローン・ドローン関連サービス

コミュニケーションロボットの展示

関連素材：センシングシステム

医療・生活支援

各種表面処理（めっき）サンプルの展示

災害対応、その他、
要素技術：ロボットシミュレータ

医療・生活支援　緩衝包装技術

災害・医療・輸送用ＵＡＶほか、農業向け・
鳥獣対策用ＵＡＶの展示等

災害対応、消火ロボット

各種ロボット・ドローン関連サービス

災害対応

産業創出・集積に向けた企業支援

廃炉

ドローン・ＶＲ、その他

廃炉

廃炉

廃炉

廃炉

ロボティクスアプリケーション「オクトパス」

教育、要素技術：センサー、AI

協働ロボットによるデモンストレーション

災害対応分野におけるシステムの紹介

素材：産業用ロボット鋳物部品

ロボット・ドローン

「ロボホン」の紹介と
デモ、コミュニケーション、プログラミング体験

出展者名　　　  　　　　　　　　　　　　　出展内容

株式会社IHI / 有限会社協栄精機

会川鉄工株式会社

株式会社アイザック

アイサンテクノロジー株式会社

愛知県

公立大学法人 会津大学

アサヒ電子株式会社

有限会社アストロン

アルパイン株式会社

株式会社イノフィス

いわきロボット研究会

株式会社AiR（ドローン×女子）

HMK　DESIGN

株式会社NESI

株式会社エヌティーエス

株式会社エフイーシー

株式会社FSK

株式会社エム・ティ・アイ

株式会社エンルートM’s

カネパッケージ株式会社

株式会社菊池製作所

株式会社興洋

郡山市

コーワテック株式会社

国際情報工科自動車大学校

IRID/株式会社アトックス

IRID/東芝エネルギーシステムズ株式会社

IRID/日立GEニュークリア・エナジー株式会社

IRID/三菱重工業株式会社

株式会社GClue

株式会社ジェービーエム

有限会社ジオテック

有限会社品川通信計装サービス

シャープ株式会社

SkyLink Japan

株式会社スペースワン（福島ドローンスクール）

竹内精工株式会社

THK株式会社

株式会社デンソー

株式会社東栄科学産業

東京通信機材株式会社

東成イービー東北株式会社

株式会社東北ドローン

とちぎロボットフォーラム

株式会社日本アドシス

一般財団法人 日本品質保証機構

林精器製造株式会社

Haloworld株式会社

株式会社東日本計算センター

日立金属商事株式会社

株式会社日立製作所

福島県

福島県ハイテクプラザ

福島県立テクノアカデミー郡山

福島工業高等専門学校

福島コンピューターシステム株式会社

株式会社福島三技協

国立大学法人 福島大学

富士機械製造株式会社

富士ソフト株式会社

プラスエンジニアリング株式会社

マクタアメニティ株式会社

丸隆工業株式会社

南相馬ロボット産業協議会

株式会社ミューラボ

株式会社メイコー

ロームヘルド・ハルダー株式会社

ロボットを使用した施設内遠隔監視システム
の操作デモ。要素技術：情報伝送技術等

ロボット・ロボットシステムにおける安全性
評価や認証、技術支援サービス等の紹介

各種ロボット装置

素材：金属素材、磁石、架橋フッ素樹脂、
部材：ロボットケーブル、ノイズ対策部品

研究開発した人支援ロボット、水中ロボット
等のデモや関連要素技術等の展示紹介

ロボット部材をテーマ分けし、
多様な材料を用いたメカ部品を多数展示

様々なロボットの要素技術やそれらを
統合したロボットシステムの展示

要素技術：工場作業アシスト機器　
部材：ブランジャー等部品

ドローン、要素技術：画像処理、
ネットワーク関連

各種ロボットの展示デモ、卒業研究発表や
操作体験

コミュニケーションロボット「PALRO（パルロ）
の展示

南相馬ロボット産業協議会の会員企業が、産学官連携で開発
したロボットや各社のロボット産業関連の事業を紹介します。

ロボット向け各種部材、小型アクチュエータ
等の紹介

要素技術：
ロボット動作計測、ドローン関連サービス

要素技術：
スリップリング、カーボン接点、金属加工

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)

国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構

一般社団法人
新生福島先端技術振興機構

白河素形材ヴァレー
（キャスト・サクラテック・木村可鍛)

主催：福島県 

航空機用ジェットエンジン模型の展示

宇宙探査機はやぶさに関する展示、工作教室

宇宙に関する展示

パネル展示

廃 炉

素材
・

部材供給

ANA航空教室、国際線ビジネスシート・
お子様制服着用体験ほか

野菜の味を見抜くスマホアプリ。可視光で
推定しAIで判断。スマホを用いた実証デモ

山形大学ソフトマターロボティクス
コンソーシアム

航空機組立用治工具・
機械・板金・３Ｄレーザー加工品

日本大学工学部
ロボットシステム基盤プロジェクト

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
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　東北航空宇宙産業研究会　一般社団法人日本航空宇宙工業会　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議会　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　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  （順不同）


