
日程 11.25㊎ 10:20～11:00報告会

福島ロボットテストフィールド × エス・バード連携協定報告会
［聴講無料］［YouTube配信］［メインステージ］

日程 11.25㊎ 11:30～12:30講  演

IHIの航空宇宙分野への取り組み
［聴講無料］［メインステージ］

日程 11.25㊎ 12:50～13:50講  演

福島・浜通りの特色を活かした民間ロケット開発
［聴講無料］［YouTube配信］［メインステージ］

日程 11.25㊎ 14:10～15:10講  演

次世代空モビリティの社会実装に向けて
［聴講無料］［YouTube配信］［メインステージ］

日程 11.25㊎ 15:30～16:30講  演

ドローンのレベル４飛行等の実現に向けた環境整備
［聴講無料］［YouTube配信］［メインステージ］

11.25㊎ 10:00～17:00 ビジネス向け展示・商談会企業・団体のブース展示、お子様・ご家庭向
けの楽しいイベントが盛りだくさん！

11.26 一般向け展示会㊏

特設ステージイベント 体験コンテンツ（ロボット）

　「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2022」
の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。
　本フェスタは、ロボットと航空宇宙分野に関
する製品・技術を福島に集結し、ビジネスマッチ
ングや交流の場として開催するものであり、今年
も多くの企業・団体に出展いただきました。出展
くださった皆様、開催に御協力を頂きました関
係の方々に厚く御礼を申し上げます。

　会場では、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、様々な魅力を直接
PRするほか、より多くの皆様に御参加いただけるよう、オンラインでの配信も
行います。
　皆様にとって、多くのビジネスチャンスにつながる場となることはもとより、
次世代を担う子どもたちが、ロボットや航空宇宙分野に興味を抱き、世界に羽
ばたくきっかけになることを期待しています。

主催者挨拶

10:00～16:00

※上記内容と時間は変更になる場合があります。

ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2022

定員
60名 ①10:15～  ②12:30～  ③14:30～

※各回20名　※1回約5分開催時間

開催時間

開催時間

開催時間

①10:00～（午前中開始分） 
②12:00～（12:20～以降開始分）
③14:00～（14:15～以降開始分）

※先着順、数量に限りが有ります。 ※お子様優先

◀3つの時間に分けて
整理券配布コーナー
（展示ホール入口横）にて
配布いたします。 イベントガイド

ロボットデモコーナー

ドローンデモコーナー

11.25㊎

※実施時間は現地デモコーナーのスケジュールをご確認ください。

名古屋品証研㈱
紙ひこうきづくり体験

ストローロケット作り体験
YAC宇宙少年団

土星の模型をつくろう！会津そらの会
身近な材料をつかって輪のある土星を工作し、地球の大きさと比較してみよう！

JAXA角田宇宙センター
❶空気砲ロケット ～宇宙旅行を楽しもう！～
❷宇宙飛行士にチャレンジ ～ホワイトパズルを完成させよう！～
❸真空実験 ～空気がなくなるとどうなるのかな？？～
❹記念撮影 ～H3ロケットといっしょにパチリッ！～

パイロット、キャビンアテンダントの制服を着て写真を撮ろう！

aizusora

全国高等学校
ロボット競技大会
出場チームによる
デモンストレーションステージPR

㈱人機一体 ロボット操作体験

人機並進駆動ユニット ver.4.1
独自の力制御技術を実装したロボットを操作して、人間の力とロボットの力を比べてみよう！
人機一体のロボットに触れるチャンス！

油圧シリンダに代わる、革新的な電動シリンダ。
「力制御とは何か？」を簡単に体験できます。

インターステラテクノロジズ株式会社  開発部  プロジェクトエンジニア  植松 千春 氏

株式会社IHI  航空・宇宙・防衛事業領域  生産センター  資材部  部長  梅田 晃司 氏

国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課 専門官  原  健 治 氏

新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI部 次世代空モビリティの社会実装に
向けた実現プロジェクト（ReAMo PJ） プロジェクトマネージャ/主査

経済産業省 製造産業局 産業機械課
次世代空モビリティ政策室 室長補佐 石 尾  拓 也 氏                                                      森   理 人 氏

名古屋工業大学　工学専攻 電気・機械工学系プログラム 電気電子分野　助教
東京大学　
工学系研究科 航空宇宙工学専攻 五十嵐 広希 氏                                                      佐藤 徳孝 氏

　常務理事佐藤 健 氏（オンライン参加）    　     熊谷 秀夫 氏副所長
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㈲飯田製作所

磯上歯車工業㈱

コーンズ テクノロジー㈱

㈱R2

㈱カナデン

㈱クリエイティブマシン

(一財)日本自動車研究所

（一社）ふくしま総合災害対応訓練機構/㈱東日本計算センター/㈱ニックス

㈱スペースエンターテインメントラボラトリー

(一財)日本品質保証機構

埼玉県

㈱人機一体

㈱スペースワン

PEEK素材等の精密切削樹脂ギア、摺動部品のロボット部材、小型モビリティーへの可能性について

いそがみのものづくり　世の中の変化に対応するものづくりへの挑戦

コーンズ テクノロジー（株） Quality＆Innovation ～時代の変化に即応する技術専門商社～　

遠隔操作ロボットの新たなビジネス展開について（遠隔観光の可能性）

最新ロボット技術を用いた自動化・省人化提案、物流関連における業務効率向上、スマートグラスを活用した遠隔支援機能

装置治具設計向けの3D-CAD「IRONCAD」上で動作するロボットシミュレータのご紹介

ロボット安全試験センターの紹介（サービスロボットの安全設計と評価方法）

ドローンによる災害現場の情報収集からUGVによる被災者搬送、物資搬送に至る一貫した災害対応の実現

飛行艇型海洋観測・監視UAV　「HAMADORI」について

サービスロボットの導入における安全の考え方

SAITAMAロボティクスセンター（仮称）について

触れたモノの固さが分かる、まるで自分の腕のように操作可能な完全電動パワーショベル：人機ショベルの紹介

注目のドローン免許制度について-現役スクール講師が種類・取得方法など詳しく解説！-

フィッシャーテクニック・エデュケーション

㈱グーテンベルク

丸隆工業㈱

マッハコーポレーション㈱

㈱アストロコネクト

㈱カナLABO

（一社）ABLab

パルステック工業㈱

㈱ダイモン

中日本航空専門学校

(一財)航空宇宙技術振興財団

北海道スペースポート（HOSPO）

福島県立テクノアカデミー浜
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次世代エンジニアー育成の最強アイテム「フィッシャーテクニック」。収益性あるエンジニアー育成を応援！！

3Dプリンターの少量多品種生産への適用可能性に関する考察

アウトオブオートクレーブによるCFRP軽量高剛性治具の開発

人工衛星搭載用撮像素子（JAXA共同開発品）の小型衛星による軌道上実証計画と耐放射線カラーカメラの紹介

子どもたちに宇宙の魅力・楽しさを届ける意味と意義

「プラスチック・CFRPと金属の本当の接着」・・接合ではない、本当に接着すれば壊れるまで取れません。

日本初、University Rover Challenge出場に向けたARESプロジェクト

X線による残留応力測定、研削焼けや熱処理ムラ等の硬さムラのスキャン、単結晶方位測定についてご紹介！

なぜ月にロボットを送り込むのか　～月面探査車YAOKIの取り組み～

航空電子、ドローン、ロボットの教育→航空ロボティクス科教育開始

JAXAの研究開発を支援する技術者集団

北海道スペースポート（HOSPO）の整備事業について

テクノアカデミーにおける企業と連携した航空関連ものづくり人材育成の実践について

野口聡一氏

宇宙飛行士・
東京大学特任教授
 のぐち 　 　  そうい ち

スペシャル
トークショー

◉民間ロケット開発の最前線
11:30～12:30

稲川貴大氏

講演会

インターステラ テクノロジズ株式会社
代表取締役
い な が わ 　 　 た か ひ ろ

13:00～14:00

松浦孝英氏

講演会

株式会社テラ・ラボ
代表取締役
まつうら 　 　   た か ひ で

◉「空飛ぶイルカ」から考える長距離
　無人航空機による災害対策DX

◉宇宙には世界を変える力がある 
　～宇宙産業の未来と、
　　　宇宙を目指す子供たちへ～ 

出展者プレゼンテーションプログラム 日程  会場11.25㊎ 10:30～16:35

鈴木 真二 氏  　     細田 慶信 氏 公益財団法人南信州・
飯田産業センター　理事長福島ロボットテストフィールド  所長

展示会場内特設ステージ
       

14:30～15:30

10:20～10:50

アイテムをロボットで収穫し出荷台に効率よく並べて得点をGET！

西田精機㈱ 
ステンレス製コマまわし大会

㈱リビングロボット
「あるくメカトロウィーゴ」プログラミング体験

トイドローン操作体験
ドローンを自由自在に操ってミッションをクリアしよう！

㈱カナデン
物流支援ロボット「CarriRo」操作体験

作業者の負担が少ない自動台車ロボットを光で自動操作しよう！上手に手軽に
ゴールまで荷物を運んでみよう！

ⒸMODERHYTHM/Kazushi Kobayashi

オンライン
配信

オンライン
配信

オンライン
配信

定員
40組
80名

①10:30～　②11:30～　③12:30～　④13:30～　
⑤14:30～ 　※各回8組16名　※1回約60分

自分でプログラムしたメカトロウィーゴを上手に歩かせてみよう！

定員
60名

①10:30～  ②11:30～  ③12:30～  
④13:30～  ⑤14:30～  ⑥15：30～ 
※各回10名 ※1回約40分

定員
54名 ①10:30～　②11:30～　③13:30～　④14:30～　

⑤15:30～  ※各回12名 ※⑤のみ6名 ※1回約5分

❶飛行機誘導マーシャラー体験
❷アナウンス教室
❸ANAこども制服撮影会

お客様にうまく説明できるかな？

パドルを使って飛行機を上手に誘導してみよう！

ANA

スーパーボールの弾性を利用してストローロケットを飛ばそう！
高く飛ばすためのコツを聞きながら手作りしてみよう！

耐久性が高く、錆びにくいステンレス鋼を使用したコマを選んで
大会に参加しよう！どのコマが一番長く回るかな？

体験コンテンツ（航空宇宙）

開催時間

ホワイトパズル                         真空実験

㈱ 日本工機
㈱ カナデン
㈱ スペースワン
㈱ 東北エンタープライズ

㈱ DroneWorkSystem
ドローン研究会
㈱ スペースワン

Fukushimaのみ

コンベンションホール

整理券不要
直接ブースへお越しください。

整理券不要
直接ブースへお越しください。

その他各ブースで体験コーナー実施中！ いろんなブースを見てみよう！

内堀知事も参加！
オンライン視聴
事前登録制

こども制服撮影
会は整理券の
必要はありませ
ん。直接ANA
ブースにお越し
ください。

紙ひこうきで、ものづくりの楽しさを学ぼう！さあ、上手に飛ばせるかな！

定員
90名 開催時間

①10:30～　②11:00～　③11:30～　④12:30～　
⑤13:00～　⑥13:30～　⑦14:30～　⑧15:00～　
⑨15:30～　※各回10名　※1回約30分

定員
96名 開催時間

①10:15～　②10:40～　③11:05～　④11:30～   
⑤12:20～　⑥12:45～　⑦13:10～　⑧13:35～   
※各回12名　※1回約25分

定員
50名 ①10:30～　②11:30～　③13:00～　④14:30～

⑤15:30～　※各回10名　※1回約30分

定員
60名

マーシャラー体験
開催時間

アナウンス体験
開催時間

①10:20～　②10:40～　③11:00～
④13:30～　⑤13:50～　⑥14:15～

①11:25～　②11:45～　③13:00～
④14:40～　⑤15:00～　⑥15:20～
※各回5名　※1回約15分

11.26 同時開催㊏

https://www.fsi.co.jp/sumo/index.html
高校生全国大会

ALL JAPAN 
ROBOT-SUMO TOURNAMENT
全日本ロボット相撲大会




