News Release

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番10号

平成 30 年 5 月 31 日

産業用ドローンの体験型イベントの開催について
～ 体験型ドローン・フライトイベント in めがひら ～
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネコム，本社：広島市，取締役社長：熊谷 銳）
は，広島県北西部に位置する「めがひらスキー場」
（広島県廿日市市吉和 4301 支配人：飯野 祐一）に
おいて，平成 30 年 6 月 19 日，20 日の二日間，産業用ドローンの体験型イベントを開催します。
昨今，地域の課題解決に，例えば橋梁や電気設備などのインフラ点検，あるいは災害発生時の状況把握
に活用が期待されているドローンについて，広大なスキー場のフィールドを活用し，業務活用に則したド
ローンの飛行デモ・実演，操縦体験を通じてドローンの可能性を感じていただき，導入・実運用方法をご
検討いただくイベント内容を予定しております。
具体的なイベント内容は，まず初日の 19 日は「一億画素高性能カメラ搭載ドローンをインフラ点検に
活用！」をテーマに，午前中は一億画素という高性能カメラを搭載した産業用ドローンの飛行デモをはじ
めとし，ドローンの特徴でもある自動飛行（計画飛行）の実演などを予定。午後は，有識者・メーカーを
招いたドローンによる空撮セミナーと高性能カメラの紹介を予定。
二日目の 20 日は「サーモカメラ搭載ドローンを災害対応に活用！」をテーマに，午前中は赤外線サー
モカメラ搭載のドローンの飛行デモや，テレビ会議システムによるドローンのリアルタイム撮影画像の中
継を予定。午後は行政書士による国土交通省飛行申請に関するポイント解説セミナーを予定。
また，両日とも午後には事前申込者に対して，ドローンの初心者向け操縦体験や，複数のチェックポイ
ントを撮影するタイムレースなどの企画も予定しております。
エネコムは，これまでに培った情報通信技術に加え，ドローンという大きな可能性を秘めた手段を用い，
地域の課題解決に取り組んで参ります。
めがひらスキー場に足を運んでいただき，実際に飛行するドローンをご覧いただくことで身近に感じて
いただき，さらに各セミナーを通じて一層知識を深めていただけたらと考えます。
エネコムは，今後もお客さまに期待以上の満足や感動を感じていただけるよう，サービスの価値向上に
努めてまいります。
以
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本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。
開発センター 佐藤・先本・森山

TEL：050-8201-2197

上

【 開催趣旨・目的 】
エネコムによる，ドローンの飛行を見て・操縦して・活用を検討できる，体験型ドローン・フラ
イトイベントを開催します！
オフシーズンの広大なスキー場のフィールドを活用し，業務活用に則したドローンの飛行デモ・
実演，操縦体験を通じて，ドローンの可能性や導入・実運用方法をご検討ください！

【 実施概要】
■ 平成30年6月19日（火） 10:00〜16:00 （9:30受付開始）
一億画素 高性能カメラ搭載ドローンをインフラ点検に活用！

開催日時・
開催テーマ

（PhaseOne搭載ドローンの飛行実演 ＆ 高性能カメラの紹介ならびにドローンとカメラを理解するセミナー）

■ 平成30年6月20日（水） 10:00〜16:00
サーモカメラ搭載ドローンを災害対応に活用！
（サーモカメラ／可視カメラ搭載ドローンの飛行実演 ＆ 国交省飛行申請を極めよう！セミナー）

開催場所

めがひらスキー場 （女鹿平温泉 クヴェーレ吉和）
広島県廿日市市吉和4291
・フィールド：
・セミナー ：

ファミリーゲレンデ，ゲレンデ中腹
リゾートセンター（３F多目的ホール

※受付場所）

中国５県を中心とする地方自治体および企業
対象者

定員
参加費

・ドローン導入を検討されているかた
・ドローンの活用方法を検討されているかた
・ドローンを運用中で，更なる業務活用を検討されているかた など

最大100名／日
事前申込者
当日参加者

2,000円／人（2day参加共通チケット）
2,000円／人（1dayチケット）

※自治体職員（国・県・市町村）は無料

主催・協賛・
協力・後援

主催：株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
協賛：情報通信月間推進協議会
協力：めがひらスキー場（株式会社広島リゾート），行政書士八角浩史事務所，
SkyLinkJapan（株式会社WorldLink&Company），フェーズワンジャパン株式会社，
株式会社ジツタ中国，株式会社ブイキューブロボティクス・ジャパン
後援：中国情報通信懇談会，一般社団法人日本ドローンコンソーシアム

【会場アクセス・イベント会場マップ】

フィールド

イベント会場マップ

※無料駐車場とレストランがあります。

※受付場所

3Fセミナー会場
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【 イベント企画（概要）】
6月19日

一億画素 高性能カメラ搭載ドローンをインフラ点検に活用！
（PhaseOne搭載ドローンの飛行実演 ＆ 高性能カメラの紹介とドローンとカメラを理解するセミナー）

フィールド企画（ファミリーゲレンデ）

フィールド企画（ゲレンデ中腹）

セミナー企画 （３F多目的ホール１，２）

※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）

開会式（10：00〜10：30）

ドローン飛行デモ（10:30〜12:00）
◆グリーン・ゲレンデイノベーション開会式
◆ 高性能カメラ搭載ドローンでインフラ点検
A
M

・PhaseOne搭載 Matrice 600 Pro 飛行実演
・ドローンの自動飛行（計画飛行）実演
・ドローンの撮影画像をテレビ会議中継

昼食
※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）

※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）

ドローン操縦体験

※事前手続きあり

・ドローン飛行体験（初心者向け）指導
P
M

※申込多数の場合はお断りすることもございます
※Phantom機貸し出しあり
※インストラクターによる指導あり

・持ち込み機体による自主訓練飛行
※保険加入必須，機体損傷等は自己責任で対応

ドローン操縦レース体験

※事前手続きあり

・ドローン飛行でチェックポイントを撮影する
タイムレース
※申込多数の場合はお断りすることもございます
※持ち込み機体で実施
※目視外飛行となる場合あり（飛行許可・申請必須）
※保険加入必須，機体損傷等は自己責任で対応

セミナー講演（13:30〜15:30）
◇ カメラが決め手！「ドローンとカメラ」
・ドローンとカメラ，カメラの特性について（仮）
SkyLink Japan 奥村氏
・高性能カメラPhaseOne（iXU1000とiXM）のご紹介
PhaseOneJapan 荒巻氏

展示コーナー（12:00〜16:00）
・エネコムおよび協力企業のドローン関連
ソリューションの展示・紹介
・入門者向けテキストの販売（4,000円/冊）

6月20日

サーモカメラ搭載ドローンを災害対応に活用！
（サーモカメラ／可視カメラ搭載ドローンの飛行実演 ＆ 国交省飛行申請を極めよう！）

フィールド企画（ファミリーゲレンデ）

フィールド企画（ゲレンデ中腹）

セミナー企画 （３F多目的ホール実施）

※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）

ドローン飛行デモ（10:30〜12:00）
◆ ドローンを活用した災害対応
A
M

・サーモカメラも搭載可能なInspire1飛行実演
・ドローンの自動飛行（計画飛行）実演
・ドローンの撮影画像をテレビ会議中継

昼食
※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）

ドローン操縦体験

※雨天悪天候時は中止（別企画を開催）
※事前手続きあり

・ドローン飛行体験（初心者向け）指導
P
M

※申込多数の場合はお断りすることもございます
※Phantom機貸し出しあり
※インストラクターによる指導あり
※事前手続きあり

・持ち込み機体による自主訓練飛行
※保険加入必須，機体損傷等は自己責任で対応

ドローン操縦レース体験

※事前手続きあり

・ドローン飛行でチェックポイントを撮影する
タイムレース
※申込多数の場合はお断りすることもございます
※持ち込み機体で実施
※目視外飛行となる場合あり（飛行許可・申請必須）
※保険加入必須，機体損傷等は自己責任で対応

セミナー講演（13:30〜15:30）
◇ 行政書士による飛行申請のポイント解説
・入門講座（ゼロからわかる航空法，適法・安全な飛行
を行うために押さえるべきポイントとは

など）

・マスター講座（近時の事故事例から「催し場所上空の
飛行」の留意点

など）

行政書士 八角氏

展示コーナー（10:00〜16:00）
・エネコムおよび協力企業のドローン関連
ソリューションの展示・紹介
・入門者向けテキストの販売（4,000円/冊）

【 イベントの申込み・お問い合わせ】
別紙「参加申込書」に必要事項を記載のうえ，E-Mail（PDFを添付）にてお申込みください。
本イベントに関するお問い合わせは，E-Mailまたはお電話で承ります。
※E-Mail以外の手段でお申込みをご希望の場合は，以下のPhone（直通）へ別途ご連絡ください。

〒730-0051
広島市中区大手町二丁目11番10号
NHK広島放送センタービル
Phone (直通): 050-8201-2197

enecom-drone-info@enecom.co.jp

エネコム ドローン
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下記の必要事項をご記入の上，E-Mail（PDFを添付）にて送信願います。

平成30年6月15日（金）

【申込期限】
E-Mail ：

※お申込みが最大定員になり次第締め切らせていただきます。

enecom-drone-info@enecom.co.jp

※下欄の必要事項を記載し，PDFで添付の上，メール送信願いします。
件名は「ドローンフライトイベント参加希望」としてください。
フリガナ

□ 自治体（国・県・市町村）

【会社名（団体名）】

※自治体（国・県・市町村）組織で参加
の場合はチェックをお願いします。

【所在地】〒

【申込代表者氏名

】

【申込代表者メール】
【
【

T

E

L

参加者人数

】
】

名

※申込代表者を含む参加人数をご記入ください
ドローン操縦体験
参加希望人数

【体験イベント希望】
※両日（ＰＭ）開催のドローン操縦体験／ドローン操縦レース参加は，先着順とな
ります。ご希望の場合は，右欄に参加希望の人数をご記入ください。折り返し弊
社より操縦経歴や持込機体について，代表者へ確認のメールを差し上げます。

ドローン操縦レース
参加希望人数

6月19日

名

名

6月20日

名

名

※同意事項
お申込みいただいたお客さまの個人情報につきましては，裏面の「個人情報の取扱いについて」に記載のとおり取り
扱わせていただきます。
上記事項をご確認の上，ご同意いただける方は「同意する」にチェックをしてください。
同意いただけない場合は，本イベントへの参加受付ができなくなりますのでご了承願います。

お支払いについて

□ 同意する

※自治体（国・県・市町村）組織にチェックされた場合は
参加無料のため手続不要です。

※振込手数料は必ず御社負担でお願い申し上げます。
参加費用は開催日の３営業日前までに下記の銀行口座までお振込をお願い申し上げます。

【 参加費用 】

2,000円

×

（

）名

＝（

）円

（税込）

【振込先口座】
【振込予定日】

広島銀行
口座名

本店営業部 普通 No.1488635
株式会社エネルギア･コミュニケーションズ
月

日

振込予定

◎参加費のお支払いについて
◆ 事前振込となります。
◆ 申し込み完了後に，ご記入いただいた代表者のメールアドレスへ連絡を差し上げます。
◆ イベント開催までにお支払いが完了していない場合は，ご参加をお断りさせて頂きます。
◎キャンセル・払い戻しについて
◆ イベント参加費お支払い後のお客様都合によるキャンセルにつきましては，イベント開催前日までは全額返金（※振込手数料を差し引いた金額）にてご対応させて頂きます。
◆ キャンセルのご連絡が事前になかった場合は，返金の対象外とさせて頂きますので，予めご了承ください。
◆ 弊社都合によるキャンセルは全額返金（※振込手数料は当社負担）致します。
◆ イベント途中での参加，途中での退席・退場は，返金の対象外とさせて頂きます。
◆ 返金の際の返金先口座情報等につきましては，個別にご連絡させて頂きます。
◎その他
◆ 当イベントで撮影した写真・動画を弊社ＨＰ，もしくは他の媒体に掲載することがあります。予めご了承ください。
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個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについて
お申し込みいただいたお客さまの個人情報につきましては，次のとおり取り扱わせていただきます。あらかじめご了承くださ
い。

事業者名称
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

個人情報保護管理者
個人情報保護管理者代理人： 情報システム本部長

個人情報の取得および利用目的について
お客さまに満足いただけるイベントを提供するために必要なお客さまの氏名，住所，電話番号等の個人情報をお客さまに同
意を得たうえで，取得，利用させていただいております。また，同意を得た場合でも，同意を得た範囲でのみ使用します。
（同意いただけない場合は，イベントへの参加受付ができなくなりますのでご了承願います）

利用目的
・当イベントに関するご案内のため
・当イベントに関する問い合わせに対応するため
・当イベントに関するアンケートの実施のため
・その他上記に付随する業務
※提出を受けた個人情報は，個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）にしたがって取り扱い，参加者の同意なく，
本イベント以外の目的での利用または第三者への提供はいたしません。

個人情報の開示等について
当社が収集したお客さま自身の情報について，お客さまが確認したい事項がある場合は，原則としてその内容をお知らせい
たします。さらに，その結果として当該情報が誤っている場合は，訂正，追加や削除を要求する権利があります。手続き等，
詳細につきましては，下記の「開発センター 個人情報取扱い窓口」までお問い合わせください。
お客さまのご都合により当社にご通知いただかなくてもよい情報については，あらかじめその旨をお知らせいたします。

個人情報に関するお問い合わせ先について
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
情報システム本部 開発センター 個人情報取扱い窓口 【管理責任者：開発センター所長】
TEL：050-8201-2197 （受付時間9:00〜17:00 （土・日・祝日，12/29〜1/3， 5/1を除く））

Vr.0.1.4

