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マクセルブースのみどころ 
 

弊社のブースには、弊社製電池を搭載した２３団体・３８台のドローン・ロボットが集結いたします。 

ご来場いただいた皆様へは、展示機の特長やセールスポイント、採用実績、利用実績をご紹介させていただくとともに、 

実際にその機能をご覧頂けるよう動画の放映および約２０台のデモンストレーションの実施を予定しております。 

今回、出展機からの抜粋となりますが、簡単なご紹介を記させていただきます。多数の皆様のご来場を心よりお待ちいたします。 

 

             ※デモンストレーションを行う予定の出展企業・団体 ➡          

 

 

 

【1】 空からの精密農業 ～自動で薬剤散布と生育診断～： Nile-T18 

     農林水産大臣賞（ロボット大賞）受賞 

株式会社ナイルワークス 

     

●完全自動運転 ～特別なスキルは不要～ 

●高精度自動散布 ～均質に散布～ 

●近未来農業をイメージさせる展示を行います 

 

 

【２】 除草剤散布防除仕様水上ボート： TB001 

TEAＤ株式会社  

 

●低価格で、軽量(10kg)・コンパクト・静音(バッテリー駆動) 

●抜群な操作性且つ安全設計 

×2 

×2 
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【３】 防災ドローン： SKY CAP T900 

有限会社 MBP JAPAN 

         

●災害時の調査、情報収集に適している（埼玉県久喜市で採用）  

●ドローン搭載のスピーカーから音声で捜索犬を誘導し、避難を誘導 

 

 

【４】 電動農薬散布ラジコンボート： 楽ボー 

有限会社 MBP JAPAN 

 

●免許、飛行申請なしで農薬散布が可能 

●バック走行可能で旋回性も抜群、くまなく散布ができる  

 

 

【５】 中型多目的・電動ラジコンヘリコプター： SKY CAP MZI MH62 

有限会社 MBP JAPAN 

 

●農薬散布・空撮・土木測量等に使える電動ラジコンヘリコプター 

●ペイロードは 14 ㎏、中型ドローンでは無理な積載物でも飛行可能 

×2 

×2 

×4 
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【6】 水中撮影や空撮が可能なタップフライト着水ドローン： PD4-AW-AQ 

株式会社プロドローン 

 

●水中撮影も空影も両方できる本格的水陸両用機 

●画面のボタンを押すだけのタップフライトで誰でも簡単操縦 

 

【7】 非 GPS 環境下におけるドローンの自動航行を実現！： TS コントロール飛行システム 

空撮サービス株式会社 

                 

●トータルステーション(TS)を用いた飛行システムで非 GPS 環境下でも安定飛行を実現 

●カメラの追加、機体変更などのカスタマイズが可能 

 

【8】 複数バッテリーの並列利用が可能に！： 並列接続アダプタ 

空撮サービス株式会社 

 

●複数バッテリーを並列にしたことで安全に利用できる 

●専用ドライバを使用し、バッテリーの残電流容量・温度などの読み取りが可能 

 

 

×2 

×2 

×1 
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【9】 送電線の点検を自動飛行で簡単に！：送電線点検用ドローン 

アルプスアルパイン株式会社 / 空撮サービス株式会社 

 

●LiDAR を使用し送電線と一定の距離を保った追尾飛行が可能 

●4K カメラにより送電線の損傷個所を高解像度で撮影できる 

 

【10】 測定用空撮： MP6700 

株式会社クエストコーポレーション 

                  

●測量に、汎用 MILC タイプのカメラを搭載する事で 

撮影状況に応じてカメラやレンズを交換する事が可能 

 

【11】 長時間の監視や空撮に最適： SKYCATCHER PRO  

株式会社クエストコーポレーション 

 

●長時間の飛行が可能 

●強風下での空中撮影も得意 

×2 

×2 
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【13】 耐環境 UAV： E477-SU 

イームズロボティクス株式会社 

   

●IPx6 相当の防滴性（防災科学研究所における「毎時 300m 相当」を再現した雨の中、10 分間の飛行に成功） 

●カメラ用防雨カバーの搭載により、搭載できるカメラの選択肢が多い 

 

【14】 ドローンの暴走防止装置の決定版！： ドローンスパイダー 

株式会社空撮技研 

         

●リアルタイムな情報表示が可能 

●飛行距離に応じてテンションの自動調整が可能 

 

【15】 安全枠・トレーナー機能付の訓練用ドローン： 操縦用訓練用ドローン 

株式会社空撮技研 

              

●カーボン素材を使用し軽量・耐衝撃性に優れた機体 

●緊急時は即座に指導員に操作切り替えが可能 

×1 

×1 

×2 
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【16】 プロペラの力で制御する自立型ポール： たおれん棒 （実機は当日のお楽しみとなります） 

株式会社空撮技研 

●風の力で自立する軽量な高所対応ポール 

●災害時の監視カメラや通信ポール等に最適 

 

 

【18】 夜間災害支援用ドローン： DL250 

株式会社シナジーテック 

           

●夜間の広範囲捜索を実現 

●安全でスピーディーなバッテリー交換 

 

 

【19】 手動バルブの開閉作業を電動化！： バルブハンドラー 

株式会社石井工作研究所 

           

●屋外でも使用可能な防滴性能 

●仕切り弁や水門などの各種ハンドルに対応 

 

 

×1 

×1 

×1 
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【20】 企業と社員を守る次世代型サービススタート： T-FREND 

大成株式会社 / ブルーイノベーション株式会社 / NTT 東日本 

 

  ●自動飛行するドローンがオフィスを巡回撮影 

  ●社員の健康を守り、セキュリティレベルも向上 

 

【21】 農薬散布用ドローン： airoo（アイロー） 

株式会社クロノス 

 

 

●半自動航行（2 点測位航行） 

●速度連動型、１フライトで約７反歩散布でき、散布終了位置まで戻る自動復帰機能 

 

【22】 天井裏ケーブル配線作業の効率化と安全性に： 天井裏配線ロボット 

アースクリーン株式会社 / 株式会社横浜ケイエイチ技研  

               

●遠隔操作による危険性削減と確実な配線施工が可能 

●有線給電で駆動、段差や狭小スペースもらくらく走行 

×1 

×1 

×2 
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【23】 ドローンによる津波避難広報実証実験を実施： 津波避難広報ドローン 

株式会社センシンロボティクス / 株式会社 NTT ドコモ / 仙台市 

 

●地震災害の J アラート発報で自動的に離陸が可能 

●高出力スピーカーで避難を呼びかけ 

※上記は 2018 年 3 月に実施した実証実験時の内容です 

 

 

【24】 重量物運搬をインテリジェントバッテリーで安全に： 大型重量物運搬ドローン（実機は当日のお楽しみとなります） 

株式会社日本サーキット (JDRONE) 

  ●重さ約 5kg までの重量物を積載可能 

  ●6 本のバッテリーを安全に制御する自社開発回路を搭載 

 

 

【25】 Deeplearning を用いて圃場内除草を自動化： AI 除草ロボット 

株式会社 NTT ドコモ / みのる産業株式会社 

 

●有機栽培において除草作業の自動化を実現 

●カメラ映像から作物の列をリアルタイム認識可能 

 

×6 

×2 

×4 
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【26】 水空両用ティルトロータマルチコプタ： DivingTRU（DTRU） 

徳島大学理工学部制御工学研究室 

                                 

●空中も水中も機動が出来る水空両用のマルチコプタ型ドローン 

●飛行→着水→潜水・水中機動→浮上離水→飛行 

 

 

【27】 全天候型ティルトロータマルチコプタ： 扶桑 

徳島大学理工学部制御工学研究室 

              

●全天候での運用を目指す試作マルチコプタ型ドローン   

●防水装備で雨の中も飛行が可能 

 

 

【28】 自律飛行試験用 UAV(固定翼型ドローン) 

徳島大学理工学部制御工学研究室 

 

●市販のラジコン飛行機をベースにした固定翼型ドローン 

●マルチコプタ型ドローンより長い飛行時間・距離が期待できる 

 

 

×2 

×1 

×1 
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【2９】 可動脚 VTOL 用試験機： Movable Leg Flying Object (MLFO) 

徳島大学理工学部制御工学研究室 

                

  ●推力偏向で飛行する固定翼型 VTOL 機の動力ユニット試験機 

●ダクトファンの噴流を二次元偏向ノズルで制御して飛行 

 

 

【31】 水上を自由自在に移動！： MINAMO 

首都大学東京・武居研究室   

                

●体重移動によるハンズフリー操縦が可能 

●川・海の流れの中でも定位置を保持 

 

 

【32】 誰もが楽しめるサイバースポーツ： ボッチャロボット 

首都大学東京・武居研究室 

                         

●280g のボールを最大 10m 投擲が可能 

●全方向移動機構による自立移動が可能 

×1 

×1 

×2 
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【33】 沿岸水域調査を手軽に効率良く安全に!： μ-ASV システム 

東京海洋大学 電子制御研究室 

 イメージ図（実機は当日のお楽しみとなります） 

●小型・軽量、１BOX 車両で運べるコンパクトサイズ 

●無人で海域調査を可能に、水中撮影・水深調査・漁業調査に最適 

 

 

【35】 万能真空吸着グリッパに基づく壁登りロボット： インフラ点検ロボット  

神戸市立工業高等専門学校 清水研究室 

                   

●なんでも掴む万能グリッパ、人に代わって高所まで壁を登る！ 

●バッテリー内蔵のポータブル仕様 

 

 

【36】 万能真空吸着グリッパに基づく壁登りアシストベルト： スパイダーマンスーツ 

神戸市立工業高等専門学校 清水研究室 

                 

●なんでも掴む万能グリッパで誰でもスパイダーマンになれる！？  

●バッテリー内蔵のポータブル仕様！壁があなたを呼んでいる！ 

×2 

×1 

×1 
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【37】 吸着型ヒューマノイドロボット： Q-bot（ワールドロボットサミット出場モデル） 

神戸市立工業高等専門学校 清水研究室  

 

●ペンからダンボール、果ては野菜まで何でも掴みます！  

●人に代わってお店の陳列・廃棄、接客、清掃をこなす便利な味方！ 

 

 

【38】 ドローンとペットボトルで人命救助！： 水難救助ドローン 

香川高等専門学校 詫間キャンパス 

           

●超軽量・浮力抜群のペットボトル救命浮具を搭載 

●要救助者の上空で救命浮具を投網方式で発射し、救命浮具を確実に届ける 

 

 

【39】 活線送電線の点検作業を効率よく！安全に！： 送電線点検ロボット 

香川高等専門学校 詫間キャンパス 

                 

●振り子式フレームによる安定感抜群の走行で、活線状態の送電線にラクラク装着可能 

●送電線を至近距離から高画質で撮影可能 

×2 

×2 

×3 

 出展調整中 
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【40】 AI 搭載ゆっくり静かに動く配膳ロボット: BUDDY 

SOCIAL ROBOTICS 株式会社 

                               

●ユーザーが簡単にマップを作成することができる 

●静音・低速・力持ち、約 50 ㎏の運搬が可能 

 

 

【41】 軽量脚機構で壊れにくく軽快な動作が可能：パラレルリンク式小型二足歩行ロボット 

神戸大学 大学院工学研究科機械工学専攻 複雑系機械工学研究室 

 

 

●6 自由度パラレルリンクを用いた軽量脚機構 

●市販のサーボモータを使用した小型二足歩行ロボットを開発 

 

 

【42】 面倒な草刈り…楽しくやろう！： ラジコン草刈り機 （実機は当日のお楽しみとなります） 

香川高等専門学校 詫間キャンパス 

●超簡単ラジコン操作で動く草刈り機 

●未来の農業従事者の英才教育が可能！？ 

 

 

※ご紹介内容に関して、ご来場時に若干変更がある場合がございます。 

※デモ実施に関して、展示期間中の機体状態により実施されないことがあります。悪しからずご了承願います。 

×1 

×1 

×1 
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【電池製品のご紹介】 

 

マクセルは、共同出展いただく企業・団体様へバッテリーパック・充電器などをご提供させて頂いております。 

 

7LPL0678G8C1-1P01 7LPL0678G8C1-1M01 62KSP545483-2

約269×97×94mm 約195×87×79mm 約113.5×58×91mm

1.7kg 1.3kg 790g

LCGM-M001J

約240×240×104mm

2.2kg

弊社ホームページ

 

http://biz.maxell.com/ja/robot_batteries/

 

 http://biz.maxell.com/ja/

 drone_batteries/
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LCG7-M001J

本体 約175×63×30.5mm（ケーブル除く）

本体 350g / ケーブル 80g

形  式

製 品 図
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