令和４年度 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 会員現況
（敬称略・五十音順・2022年8月末現在）
株式会社アプリシエ

大阪商工会議所

株式会社アーバンパイオニア設計

岡山県立大学

アイアグリ株式会社

株式会社okicom

ＩHI運搬機械株式会社

株式会社沖縄エネテック

IMV株式会社

株式会社オフィスエフエイ・コム

株式会社愛河調査設計

株式会社海外物産

株式会社アイザック

株式会社快適空間ＦＣ

会津エンジニアリング有限会社

国立研究開発法人海洋研究開発機構(jamstec)

公立大学法人会津大学

金井度量衡株式会社

青山建設株式会社

株式会社かみえちご測地

株式会社アグリテック信州

カミエンス・テクノロジー株式会社

朝日航洋株式会社

株式会社環境管理センター

アジア航測株式会社

株式会社菊池製作所

株式会社東コンサルタント

独立行政法人国立高等専門学校機構

株式会社アトックス

株式会社技術開発コンサルタント

株式会社アドフューテック

株式会社kiipl&nap

株式会社アトム技研

極東貿易株式会社

有限会社アペオ技研

一般社団法人桐生ドローン利活用協議会

株式会社 amuse-oneself

クイックイタレート株式会社

株式会社荒谷建設コンサルタント

株式会社草野測器社

有光工業株式会社

熊本県ドローン産業推進協議会

株式会社安藤・間

国立大学法人熊本大学大学院

株式会社E・C・R

株式会社クリーク・アンド・リバー社

イームズロボティクス株式会社

GREEN ZONE UAS AREA 88

株式会社イズミテック

株式会社クリエイション

井上商事株式会社

有限会社クレセントエルデザイン

国立大学法人茨城大学

農学部

有本研究室

公文研究室

Cross Cut Japan合同会社

五百部商事有限会社

慶應義塾大学

武田圭史研究室

岩本石油株式会社

慶應義塾大学

中村維男研究室

株式会社インフ

株式会社計測リサーチコンサルタント

株式会社インフォマティクス

株式会社K・F調査測量

株式会社ウェザーマップ

株式会社コア

宇宙航空研究開発機構

鯉淵学園農業栄養専門学校

国立大学法人宇都宮大学

平田研究室

木更津工業高等専門学校

株式会社構研エンジニアリング

株式会社エアフォートサービス

神戸市立工業高等専門学校

ASP警備株式会社

晃洋設計測量株式会社

有限会社映像記録社

郡山市

株式会社ACSL

国士舘大学

株式会社エクシオテック

五島市役所

株式会社エクセディ

学校法人ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄOCA大阪ﾃﾞｻﾞｲﾝ&ITﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校

株式会社エスジーズ

株式会社サイエンス・クリエイト

株式会社NTT e-Drone Technology

株式会社サイバー創研

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

株式会社佐藤工務店

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

株式会社サトー

株式会社ＮＪＳ

国立研究開発法人産業技術総合研究所

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

三信建材工業株式会社

株式会社エフシピー (保険代理店エイ・シー・エフ）

株式会社三創

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

株式会社三創コンサル

株式会社エムテック

株式会社山陽測器

大阪産業大学

株式会社シーアールイー

工学部電子情報通信工学科
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清水研究室

富樫研究室
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ＣＡＰ．若狭株式会社

国立大学法人千葉大学

ジー・グリップ

中央電子株式会社

株式会社ジーシーシー自治体サービス

中日コプロ株式会社

株式会社シーズプロジェクト

一般財団法人中部電気保安協会

ＪＦＥ鋼板株式会社

株式会社Ｄ-eyes

株式会社JDRONE

DSデンタルスタジオ株式会社

ジェネロ株式会社

株式会社ディーソル

ジオサーフ株式会社

帝国繊維株式会社

株式会社 システム・ビット

株式会社ディックソリューションエンジニアリング

株式会社ジツタ中国

株式会社テクノコンサルタント

有限会社シビルエンジニア

株式会社テクノシステム

株式会社四門

株式会社テクノライフ

一般社団法人社会創発塾

TEAD株式会社

JapanDrones株式会社

有限会社寺島商会

情報セキュリティ大学院大学

一般財団法人電気安全環境研究所

新栄電子計測器株式会社

株式会社電力テクノシステムズ

神野建設株式会社

東海大学

株式会社水域ネットワーク

東京情報大学

株式会社数理計画

東京大学大学院

株式会社スカイスコープソリューションズ

東光鉄工株式会社

スカイプライア株式会社

株式会社東総コンピューターシステム

住友重機械工業株式会社

東方通信社

西武建設株式会社

国立大学法人東北大学大学院

株式会社清文社

株式会社東北ドローン

一般社団法人セキュアドローン協議会

株式会社トーシン

摂南大学

トーフナ映像株式会社

理工学部

工学研究院

劉浩研究室

甲斐研究室
鈴木英男研究室
農学生命科学研究科

一般財団法人先端ロボティクス財団

株式会社toRus

綜合警備保障株式会社

国立大学法人徳島大学大学院

一般社団法人総合電気保安協会

戸田建設株式会社

株式会社総社技術コンサルタント

株式会社都南自動車教習所

蒼天行政書士事務所

株式会社トプコンポジショニングアジア

株式会社窓飛

株式会社トヨトミ

株式会社測地コンサルシステム

豊橋技術科学大学

株式会社そらや

豊橋市役所

太啓建設株式会社

中日本航空株式会社

大同大学橋口宏衛先生

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社

有限会社タイプエス

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

株式会社ダイヤサービス

株式会社ナカノアイシステム

株式会社ダイワ技術サービス

那須町

ＤＡＣ株式会社

成田市

株式会社田村測量設計事務所

Nandina-Cloud株式会社

千葉県

新潟市(NIIGATA SKY PROJECT)

商工労働部産業振興課

千葉工業大学

日栄地質測量設計株式会社

公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー

株式会社ニックス

千葉市

有限会社日建エンジニアリング

千葉職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ千葉)

日産自動車株式会社

株式会社千葉測器

日清工業株式会社

国立大学法人千葉大学

日鉄環境株式会社

国立大学法人千葉大学

鈴木智研究室

国立大学法人千葉大学

工学研究院

日本医科大学
並木研究室

統御機構診断病理学

合同会社日本空撮
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一般社団法人日本建築ドローン協会(JADA)

株式会社柳土木設計事務所

日本工業検査株式会社

山北調査設計株式会社

日本赤十字社千葉県支部

株式会社UL Japan

日本電気株式会社

ユーピーアール株式会社

（NEC）

一般社団法人日本ドローンサッカー協会

楽天グループ株式会社

一般社団法人日本ドローン無線協会

酪農学園大学

一般社団法人日本能率協会

株式会社Liberaware

株式会社日本ビジネス開発

株式会社World Link&Company/SkyLink Japan

株式会社日本風洞製作所

合同会社WISE

日本ミクニヤ株式会社

株式会社和幸設計

日本無線株式会社
公益財団法人日本ユニセフ協会
株式会社パスコ
蜂谷工業株式会社
浜松市
ＰｗＣコンサルティング合同会社
菱田技研工業株式会社
BIPROGY株式会社
兵庫県立大学大学院

応用情報科学研究科

白川功研究室

有限会社平井測研
株式会社ファンメディア
福島エヌビーエス株式会社
福島県伊達郡川俣町
株式会社富士建
双葉電子工業株式会社
国立研究開発法人防災科学技術研究所
ター

先端的研究施設利活用セン

有限会社ボーダック
北栄産業有限会社
株式会社北斗測量設計社
株式会社保全工学研究所
合同会社北海道スカイビュー
北海道大学大学院

情報科学研究科

北海道立総合研究機構

工業試験場

株式会社ポラリスエクスポート
マゼランシステムジャパン株式会社
株式会社マツキ
株式会社マップクエスト
株式会社マナビーズ
丸和バイオケミカル株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
湊運輸倉庫株式会社
明光電子株式会社
明星大学

天野研究室

株式会社名北総合技研
株式会社メカテック
株式会社モー・チェ
株式会社森エンジニアリング
一般社団法人もりや循環型農食健協議会
諸岡ホールディングス株式会社
八洲電業株式会社
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環境共生学類環境空間情報学研究室

