
入場
無料

あさ

「企業」「大学」「研究機関」の技術交流や商談

夕方◯10:00～◯17:00
11.19㊎

ビジネス向け展示・商談会

11.20㊏

一般向け展示会

夕方あさ◯10:00～◯16:00

お子様、ご家族向けの体験イベントもあり

両日事前登録制 HPの専用フォーム「事前登録はこちら」より
お申込ください。
http://www.robotfesta-fukushima.jp/

本イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止対策に配慮を行った上で開催いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

主催：福島県 

ロボットと航空宇宙に関連する製品・技術が福島に集結！

国産初の手
術支援ロボ

ット

「hinotori」展示決定
！

問い合わせ先
フェスタふくしま事務局  
TEL.0120-06-2940  受付時間：平日10：00～17：00

ロボットフェスタふくしま
http://www.robotfesta-fukushima.jp/
詳しくはコチラ

E-mail  raf-f@sv-c.jp
エスパル郡山 郡山駅

ア
テ
ィ

ビッグアイ
西口

郡山シティホテル

至東京至福島

郡山駅西口
無料シャトルバス
乗降場  発着場所
※乗車時は行先をご確認ください。

郡山駅西口       ビッグパレットふくしま
■運行時間　8:00～17：30　 ■30分間隔にて往復便

無料シャトルバスのご案内
駐車場もございますが混雑が予想されますので、ご来場
の際は郡山駅発の臨時シャトルバスをご利用ください。

会場の様子をYouTubeライブにて配信決定！来場出来ない方も会場コンテンツ
をお楽しみいただけます。是非ご視聴ください！

ライブ配信決定！
※詳細なプログラムはイベントHP内をご覧ください。※都合により内容が変更になる場合が有ります。

11/19㊎
メインステージ

11/19㊎
出展者プレゼンテーション

11/20㊏
メインステージ

配信予定

住所：福島県郡山市南２-52  会場：ビッグパレットふくしま
ROBOT ＆ AEROSPACE FESTA FUKUSHIMA 2021

©Tezuka Productions
画像提供：（株）メディカロイド

11.20㊏  開催

11.19㊎  開催

◉トイドローン操作体験 ◉水中ドローン操作体験
◉プログラミング体験 ほか

◎講演　◎パネルディスカッション
◎各種デモンストレーション
◎出展者プレゼンテーション

ロボット・航空宇宙関連の企業・
団体によるブース展示

◉福島空港ダンスチーム
　　　　「ＦＬＹＥＲＳ」によるステージショー
◉ＡＮＡ アバターロボットツアー ほか
◉名古屋品証研 紙ひこうきづくり体験
◉YAC宇宙少年団 ワークショップ 
◉会津そらの会 ワークショップ

航空宇宙関連  

講  演

ロボット関連

◉生体信号＋ロボットによる
　　　人類の創造性を最大化

13:05～14:05

粕谷昌宏
講演会

株式会社メルティンMMI 
代表取締役

か す や  　     ま さ ひ ろ

◉目標達成の秘訣～自分を磨く3分間～
11:00～12:30

室屋義秀
講演会

エアレースパイロット
エアロバティックパイロット

むろや 　       よし ひ で

ロボット・航空宇宙関連  

14:15～15:15
◉月面の環境と月面探査車「ルナクルーザー」
      ーJAXA×トヨタ共同研究についてー

池田直史
講演会

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 
有人宇宙技術部門 有人宇宙技術センター 
主任研究開発員

いけだ 　       な お ふ み

ⓒJAXA/TOYOTA

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
   　　　   森 理人氏   野口 恵古氏　 前田 一秀氏

◉NEDO「DRESSプロジェクト」多数のドローンが
　飛び交う社会の実現に向けて

10:30～12:00

12:10～12:50

14:15～15:00

◉地球環境の変化を知る～海洋無人探査の
　技術はどのように貢献するか～

（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）

川崎重工業（株） 木下 康裕氏

（株）メディカロイド  田村 悦之氏

◉カーボンニュートラルに向けた航空機のコア技術

13:00～14:00
◉国産初、手術支援ロボットシステムの製品化と
　今後の展望

吉田 弘氏

ⓒJAXA/TOYOTA

月面探査車「ルナクルーザー」   模型展示決定！1-10



ステージイベント

航空宇宙コーナー

ロボットコーナー

15:30～17:00　

福島空港
ダンスチーム
「FLYERS」による
ステージショー

①10:10～10:25 ②12:40～12:55

企業・団体によるブース展示に加え、お子様、ご家族
向けの体験イベントも用意しております。一般向け展示会開催11.20㊏

パネルディスカッション       
   テーマ

「企業」「大学」「研究機関」の技術
交流や商談にご活用ください！開催 ビジネス向け展示・商談会11.19㊎

◉各種講演     ◉出展者プレゼンテーション  　 ◉各種デモンストレーション　     オンライン
配信

オンライン
配信

※上記のイベント参加には「整理券」が必要です。整理券は当日会場で配布いたします。 
※整理券は先着順となります。また整理券の数に限りが有りますのでご了承ください。  
※整理券配布時間、各イベントの開催スケジュールはＨＰをご覧ください。 
※イベントや整理券配布等で、内容や仕様が変更になる場合が有ります。

水中ドローン操作体験
水中ドローンを自由に操作してみよう！

参加費
無料

モデレーター

   
  パネリスト

ご来場には「事前登録」が必要です。
●ご来場の方は事前登録が必要です。事前登録が無い方は入場できません。
●入場される方全員の申込が必要です。
●入場時間を選択いただきます。講演やイベント内容はホームページで
　ご確認ください。
●入場後はイベント終了まで会場内をご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、ご来場には「事前登録」が必要
です。右記のＵＲＬより申込フォームに必
要事項を入力し、QRコードを発行もし
くは印刷の上ご来場ください。

HPの専用フォーム「事前登録はこちら」よりお申込ください。 http:www.robotfesta-fukushima.jp/
ロボット・
航空宇宙
フェスタ
ふくしま
2021  ▶

新型コロナウイルス感染拡大状況により、内容が変更となる可能性があります。変更の際は、ホームぺージに掲載の上、既にお申込み
いただきましたお客様には、フェスタ事務局からご連絡を差し上げます。あらかじめご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願いいたします。

東京大学名誉教授/JUIDA理事長/福島ロボットテストフィールド所長 ………  鈴木 真二 氏

知っておきたい、
　　  ドローンの市場とその環境          

❶アバターロボットツアー

パドルを使って飛行機を上手に誘導してみよう！

アバターロボットnewmeを体験してみよう！

ANA

名古屋品証研㈱
紙ひこうきづくり体験
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！

傘袋ロケット作り体験
YAC宇宙少年団

土星の模型をつくろう！
会津そらの会

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

傘袋でロケットを作ろう！作る
ポイントを調整して出来るだけ
遠くに飛ばそう！

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！

❷飛行機誘導
   「マーシャラー」体験

aizusora

㈱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

日本オートマチックマシン㈱
「ネジロボット」作り体験
大好評！ネジやねじの部品を使って自分だけの
オリジナルロボットを作ってみよう！

ゲームづくりを通じて楽しく簡単にプログラミングの
基礎を学ぶことができます！

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！

参加費
無料

参加費
無料

ベスト個別学院

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

イームズロボティクス(株)  代表取締役社長 ……………………………………………  曽谷  英司 氏
佐川急便(株)　事業開発部　担当部長  …………………………………………………   中谷  幸二 氏
(株)フソウ 水環境事業本部 ソリューションデザイン事業部 プロジェクト管理部 部長 …  田中  聡 氏 　
南相馬市  経済部理事 ………………………………………………………………………  土井  義人 氏
一橋大学イノベーション研究センター 教授 ……………………………………………   江藤  学 氏 

プログラミングを学んで
メカトロウィーゴを動かし
てみよう！

© MODERHYTHM / Kazushi Kobayashi


