ドローンを活用した
地方創生をサポート
「ドローンが今後地域やビジネスをどのように変えるのか？」
というドローン普及を目的としたイベントや、
ドローンパイ
ロット育成のための研修プログラム、
ドローンビジネス推進
のためのコミュニティ作りなど、
ドローンを活用した地方創
生を全面的にサポートしております。

ドローンの啓蒙・
普及イベントの企画

新産業創造のための
ドローンコミュニティ作りや
プロジェクト立ち上げ 支援

ドローン研修や
ドローンパイロットの派遣

ドローンが 持 つ 可 能 性をみなさまに 知っていただき、
実 際 に 活 用 いただけるノウハウをお 伝 えしています 。
農業での
ドローンの活用

建設現場などでの
ドローンによる測量

TOPICS

（害虫発見・種まきなど）

人命救助など
災害現場での
ドローンの活用

観光地としての
可能性を
ドローン撮影で拡げる

2017年6月8日、白浜町（和歌山県）
と
『災害時における無人航空機の運用に関する協定』を締結しました。

Regional Revitalization &Disaster Prevention
Useful Drone Promoters Association

一般 社団法人
地域 再生・防災ドローン利活 用 推 進 協 会

クオリティソフト株式会社は、
ドローンを駆使した地
域再生プロジェクトで、活力に満ちあふれた地域社
会の創造を目指す一般社団法人「RUSEA（ルシア）」
の和歌山支部として活動しております。

地域に根ざした全 国ネットワークを活かし、
災 害時における運 用体制の構築、安全講習の実施、
さらに若い世代の操縦者育成を目指します。
いつ発生するか予測できない自然災害。

自然災害大国と呼ばれる日本において防災・減災対策は喫緊の課題と言えます。
我々は防災・減災対策の一環としてドローンというツールを駆使し、

和歌山支部

＜クオリティソフト株式会社／
IoTソリューション部＞

防災分野を中心としたドローン利活用を推進していきます。

さらに、災害発生時において現場の状況把握、

捜索及び救助などドローンの有効活用が行える人材育成、
操縦技能習得のための安全講習を行います。

また、
日本における過疎地域及び山間地域への対策、

さらには地域再生へのブランディングモデル形成の一翼を担いながら、

ドローン利活用による豊かな社会づくりに貢献してまいります。

お問合せ
クオリティソフト株式会社 IoTソリューション部
〒649-2333 和歌山県西牟婁郡白浜町中1701-3
（代表）0739-45-1001 （直通）0739-34-5260
http://www.qualitysoft.com/

クオリティソフト株式会社
IoT ソリューション部

安 全・安 心 面 で の 取り組 み

OUR MISSION

ドローンビジネスカレッジ

IoT ソリューション部の使命

JUIDA（一般社団法人日本UAS産業振興協議会）認定
ドローンスクール

私どもは、長年構築したノウハウを皆様にお伝えし、即戦力となる人材育成の

ドローン事 業を 通して地 方 創 生を 推 進

為にドローンビジネスカレッジを開校いたしました。本校での講習を受講する

ことにより、無人航空機の運航に関わる十分な安全と法律の知識、飛行業務

マルチコプターと呼ばれるドローンの製品化から約10年が経過し、
ドローンは

の安全を管理する知識を学ぶことが出来ます。本物の技術や知識、
ノウハウ

目覚ましい技術の進化により、高精度な自動航行システムも開発されました。

を身につけていただけるよう、私たちは全力でサポートさせていただきます。

現在では空撮、測量、太陽光パネルやダム、橋脚等の点検業務、
また災害調査

※ドローンビジネスカレッジは全国で順次開校予定です。詳しくはお問合せください。

や人命救助など、様々な産業において需要が拡大し、
ドローンパイロットが急激

●修了者には、JUIDAが定める、JUIDA『操縦技能証明書』、
『安全運航管理者証明証』が交付されます。

に不足しております。私たちの使命として、
ドローンパイロットの人材育成・

ドローン・エコシステム

ドローンの普及活動などの事業を通して、地方創生に貢献していきます。

MISSION1

MISSION2

MISSION3

安全・安心面への
取り組み

ドローン産業により
地域創生を

様々なシーンに最適な
ドローン機体を提供

確かな知識と技術を身に付けた
ドローンパイロットの育成を目的
に、
ドローンスクールを運営します。

ドローンによる観光ＰRや防災協
力、更にはドローン産業で地域
を活性化させるサポートを行い
ます。

太陽光パネル点検、UAV測量、
災害調査など目的に応じた機体
のカスタマイズ製造や、機体の
販売・修理を行います。

>>>NEXT MISSION

スクール

実務で培ったノウハウ
を受講生に指導

産業に応じた
ドローンパイロットの養成

新たなIoTデバイスのセキュリティー提供を目指して

初心者の方から、更なる専門技術でステップアップしたい方まで、
充実のコースラインナップ

今後、
ドローンを3GやLTE回線を使用した自動遠隔操縦を実用されることを想定した場合、
「なりすまし」
や、
「不正アクセス
による乗っ取り」
などの危険性が拡大します。
クオリティソフトでは、操縦者・所有者の個別認証とIoTデバイスとなるドロー
ン本体のセキュリティー対策として、
クラウド型セキュリティーとIoT機器のセキュリティーモデルのイメージを検証し、新たな
IoTデバイスセキュリティー開発に取り組んでおります。

用途に応じた
ドローンの提供

様々な現場で
即戦力の人材を育てる

新たな感動を生む
人材を育てる

JUIDA認定 操縦技能・
安全運航管理者コース

測量一般コース／
太陽光パネル点検コース

クリエーターズコース

連続2日間の受講で、JUIDA認定の
操縦技能証明証と安全運航管理者
証明証が取得可能なコースです。

より確実に、
より合理的にが求められ
ドローンの需要が激増している様々
な現場において、不足する専門能力
を持ったドローンパイロットを育成す
るコースです。

更なる感動を求められる広告業界の
中で、手軽に空撮ができるドローン
映像は今後も需要が拡大すると見込
まれています。
そんな期待に応えられ
る技術を身につけていただくコース
です。

ドローン導入
における実務指導

クオリティソフト
IoT ソリューション部

請負業務

確実な知識と技術を持った
ドローンパイロットを育てる

業務効率を検証しカスタマイズ依頼

開発・販売

用途に応じたドローンの開発

ドローン産 業 により地 域 創 生を

撮影

様 々なシーンに最 適なドローン機 体を 提 供

調査・点検

ドローンビジネス
クリエーションズ

ドローンで撮影した壮大な空撮映像を提供し、全国への
観光ＰRに繋げていただきます。
また、
今後本格的に導入

DBCスカイワークス

ドローンの開発・販売
農業支援

太陽光パネル点検

りできない災害現場調査等が短時間で可能）や、新産業

開発

創出の場においても惜しまず協力することにより、私たち

は地域に貢献したいと願っています。

プロドローン
パイロット
による撮影

ロケーションに応じた機材
を選択し、
クオリティーの
高い写真・動画をご提供
いたします。

総フライト時間が2,000時
間を超えるプロパイロット
が操縦を担当いたします。

急速に普及しています。弊社では、世界の様々なケースで活躍できる産業用ドローン

の開発及び、目的に応じた機材のカスタマイズ、修理、販売を行っています。

されるであろう災害時のドローンの有効活用（人が出入

美しい写真・
動画への
こだわり

近年、あらゆる業種において産業用ドローンの活用が採用されており、一般企業にも

お客様のご希望を
カタチに
2 0 年 以 上 の 実 績 が ある
専門スタッフが、取材から
ロケ、
撮影、
編集を一貫して
行っております。

日本全国
包括飛行許可取得

賠償保険加入

飛 行 条 件 が 特 殊な 場 合
や、別途飛行許可申請が
必要な空域以外であれば、
敏速に対応させていただ
くことが可能です。

ロケや撮影時の万が一に
備えて、使用する機材は、
すべて賠償責任補償に加
入しております。

産業用途に合わせた仕様を考え、機材
の開発とソフトウェアの開発を一貫して
行うことで、目的に応じたシンプル且つ
利便性を向上させた独自のドローンを
製造しています。あらゆるシーンでの活
用を促進させていただきます。

オリジナル
ドローン

Quality
ZERO-ONE

販売

（DJ I販売代理店）

経験豊富なエンジニアスタッフが、
お客様の目的に合った
ドローン
（機体・部品）
をご提案致します。購入からメンテ
ナンスまで万全のサポートをさせていただきます。
●ご相談は無料です。 ● 産業用ドローンのご相談も承ります。
● 点検整備・年間保守サービスも行っています。

通 販サイト
カスタマイズによる
活用用途事例

● 測量 ● 太陽光パネル点検 ● 橋脚点検

●ダム点検 ● 防災 ● 災害救助 ● 人命救助

http://dbc-skyworks.jp
等々

DBC スカイワークス

検索

