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お気軽にお問い合わせください。

株式会社セキド

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-35-5
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幅広いお客様を対象とした体験フライトイベントや、企業様
とコラボレーションイベントなどを定期的に開催しておりま
す。お客様からのリクエストにより各種セミナーも実施して
おりますのでお気軽にご相談ください。

イベント・セミナー事業

：  株式会社セキド （SEKIDO CO.,LTD.）
：  大下 貴之
：  〒105-0003 東京都港区西新橋2-35-5
：  2012年 5月
：  8,000万円
： 無人モビリティ事業：ドローン・水中ドローンの小売・卸売・教習・コンサルティング
　 農業機器事業：スマート農業製品の小売・卸売・教習・コンサルティング
　 映像機器事業：映像機器の小売・卸売・コンサルティング
　 ホビー・レジャー事業：ラジコン・水中レジャー関連製品の企画・小売・卸売
： 本社：〒105-0003 東京都港区西新橋2-35-5
　　国立支社：〒186-0002 東京都国立市東1-13-27
　　横浜ドローントレーニングセンター：
　　〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2
　　春日部営業所（スマート農業事業）：
　　〒344-0132 埼玉県春日部市神間872 春日部みどりのPARK内
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事業所 　 

株式会社 セキド 代表取締役

関わる全ての人が豊かになり、 
記憶に残る素晴らしい経験をお届けします
私たちセキドは Memorable Experience, Guaranteedをテーマとした魅力あふれる商品の輸入・販売、そしてそ
れらの商品を活用した「サービス」の提供を行っています。流通や運用に関するソリューション、また教育など
半歩先を行くサービスを通じ、比類なき経験と共に、新たな価値の創造と提案を一気通貫型で行い続けます。

セキドが提供できる事、共有できる価値
これまでに経験してきたドローン安全運用のノウハウや日々の業務やイベントでヒアリングしてきた
お客様の声を「空の産業革命」の実現に役立てられるよう、より積極的に、新しい活用分野への業務・事業の
サポートを行っております。

※数字は全て約数になります

メディア・映像・警備・監視・ 施設・インフラ・物流・農業・調査・
測量等、全国 45,000社を超える企業様や官公庁・学校・各種 研
究機関との取り引き実績があり、用途をヒアリングした上で
最適な製品・サービスをご提案。東京・虎ノ門にコンサルテ
ィングスペースを開設し、各企業様の希望に合わせて納品
時の説明やアフターフォローまで対応しております。

法人向けソリューション

全国300社以上の卸先企業に向け商品を卸販売、東京の配
送所より全国の販売店に出荷しております。商社ならではの
柔軟な発想で、付加価値の高いオリジナル商品企画やサー
ビスを提供いたします。特約販売店専用サイトでは、いつで
も仕入れ価格をご確認いただけるので、見積の待ち時間が
削減できます。即時注文が可能で、当日14時までにご発注
頂いた商品は即日出荷をいたします。

販売店向け卸販売

SUSC（セキド無人航空機 安全運用協議会）は急成長を遂
げるドローン業界において、各企業様の業務に即したドロー
ン運用のためパイロットの技術向上を目指し、実業務を反映
した安全で実務的なカリキュラムを提供しております。国土
交通省の要件を満たす講習団体として活動をしており、豊
富なナレッジを集約し、各種講習を構築・普及・実施してお
ります。

講習会事業 SUSC

「最先端技術を、身近に」をスローガンとしたグループ団体
を展開しています。ドローンをはじめとする最先端技術が使
われた機材の販売や講習、運用を通じて、地域に根付いた
グループ団体を目指します。地域を活性化し、雇用の創出
や生産性の向上に寄与する、セキドだからこそできる地方
創生のひとつの答え。それが『セキドグループ』です。

セキドグループ

ドローンを使用する各種オペレーションを受託にて行いま
す。危険箇所や足場の設置を伴うことなく調査や点検が可
能です。年間30回以上のオペレーションをこなす専門スタ
ッフが、安全で迅速に作業を完了させます。地形の三次元
モデリングによる測量の解析なども実績があり、一貫した
プロセスをお任せください。

役務・受託業務

DJI認定ストア 東京虎ノ門／福岡博多では最新モデルのフ
ライト体験スペースを併設したブランドストアを展開してお
ります。横浜、春日部、福岡では初心者から上級者まで対
応したドローン講習を行うトレーニングセンターを運営して
おり、お客様のニーズに合わせて産業向け製品の体験会や
導入に向けた説明会なども実施しております。

店舗・講習施設

農業の “スマート化” が急速に進むなか、完全自動ドローン
による農薬散布の超省力化や農機自動操舵システムによる
農作業の省力化、センシングドローンによる精密化など、農
家の方の働き方を根本から変えるソリューションを提供して
います。

農業用ドローン・
ロボティクス事業

目覚ましい発展を遂げる水中テクノロジーにより、低コスト
かつ高性能な製品が増えており、水中業務に応じた最適な
製品コーディネートに対応しています。

水中ドローン・ROV事業

DJI製品や総代理店を務める各ブランドを中心に、2,000ア
イテムを越える商品を取り扱うセキドオンラインストアの
運営のほか、Amazon・楽天・PayPay（Yahoo）のECモー
ルに出店しております。当日発送やアフターサポートにも
対応し、多くのお客様にご利用いただいております。

eコマース・
オンラインサービス
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2,100回
企業様・個人団体様へのセミナー・イベント実績

※セキドグループ全社合算

45,000社
お取引のある企業様・官公庁・学校・各種研究機関

12,000人
セキド・SUSC主催 講習受講 & 修了者 360社

お取引のあるセキドの代理店

民間企業  
メディア・映像・警備・監視・施設・インフラ・物流・農業・調査・測量等、 全国45,000社を超える企業様

※数字は全て約数になります

株式会社セキドは、日本国内において、
ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニーです。
当社ではドローンの販売のみならず、購入前の各種ご相談対応から
購入後のアフターサポートやトレーニングまで包括的なサービスを行っております。

セキドのクライアントと
桁違いの実績 官公庁

愛媛県南予地方局、岡山県農林水産総合センター、海上保安庁海上保安試験研究センター、海上保安庁横浜機動
防除基地、上北山村役場、環境省 長野自然環境事務所、環境省中部地方環境事務所、九州管区警察局 熊本県
情報通信部、国立市役所、警視庁、原子力規制委員会原子力規制庁、航空自衛隊、国土交通省 国土地理院、国土
交通省 中部地方整備局、国土交通省 北海道開発局、五泉市役所、埼玉県警察本部、佐賀県警察本部、鯖江市
役所、消防庁、消防庁消防大学校消防研究センター、総務省情報通信政策研究所、第三管区海上保安本部、中国
管区警察局 広島県情報通信部、中国管区警察局 山口県情報通信部、東京消防庁、徳島県立二十一世紀館、新潟
県森林研究所、新居浜市役所、袋井市役所、富士五湖消防本部、防衛装備庁、南三陸町、南相馬市役所、和歌山
県印南町

研究機関
一般財団法人　港湾空港総合技術センター、一般財団法人　自然環境研究センター、一般財団法人 電力中央研
究所、一般財団法人航空宇宙技術振興財団、一般財団法人日本森林林業振興会、北農業研究センター、近畿職
業能力開発大学校、熊本県 農業研究センター 畜産研究所、公益財団法人かずさDNA研究所、港湾空港技術研
究所、国際水産資源研究所、国立極地研究所、国立研究開発法人 海洋研究開発機構、国立研究開発法人　水
産研究・教育機構、国立研究開発法人 防災科学技術研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、森林総合研究所林木育種センター、総
合地球環境学研究所、地方独立行政法人 北海道立総合研究機構、電力中央研究所、東北区水産研究所、独立
行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所、独立行政法人 土木研究所、独立行政法人 理化学研究所、富山
県農林水産総合技術センター森林研究所、長野県農業試験場、農業技術革新工学研究センター、北海道農業研
究センター、北方建築総合研究所、水資源機構利根導水総合事業所

大学
愛知教育大学、愛知県立大学、愛知工業大学、会津大学、青山学院大学、秋田県立大学、秋田大学、石川県立
大学、茨城大学、岩手県立大学、岩手大学、宇都宮大学、愛媛大学、大分大学、大阪産業大学、大阪市立大学、
大阪大学、大阪府立大学、岡山大学、沖縄科学技術大学院大学、帯広畜産大学、鹿児島大学、神奈川大学、金沢
大学、関西大学、関東学院大学、北見工業大学、岐阜大学、九州大学、京都学園大学、京都教育大学、京都市立
芸術大学、京都大学、熊本大学、群馬大学、慶應義塾大学、工学院大学、高知工科大学、神戸芸術大学、神戸大
学、国士舘大学、駒沢女子大学、駒沢大学、埼玉工業大学、埼玉大学、札幌学院大学、札幌大学、静岡大学、静
岡理工科大学、芝浦工業大学、島根大学、城西国際大学、信州大学、千葉大学、中部大学、筑波学院大学、筑波
大学、帝塚山大学、電気通信大学、東京海洋大学、東京学芸大学、東京藝術大学、東京工業大学、東京情報大
学、東京大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農業大学、東京農工大学、同志社大学、東邦大学、東北学院
大学、東北工業大学、東北大学、東洋大学、徳島大学、鳥取大学、富山大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学
大学、長崎県立大学、名古屋大学、新潟大学、日本工業大学、日本大学、人間環境大学、八戸工業大学、一橋大
学、兵庫医科大学、弘前大学、広島工業大学、広島大学、福岡大学、福島大学、文京学院大学、北海道大学、松
本大学、三重大学、宮崎大学、武蔵野大学、武蔵野美術大学、室蘭工業大学、明治大学、名城大学、ものつくり大
学、山形大学、山口大学、山梨大学、横浜国立大学、酪農学園、立正大学、立命館大学、琉球大学、和歌山大学、
早稲田大学、札幌市立大学

専門学校、高等専門学校、高校
鹿児島工学院専門学校、日本工学院専門学校、一関工業高等専門学校、沖縄工業高等専門学校、木更津工業高
等専門学校、岐阜工業高等専門学校、熊本高等専門学校、神戸市立高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、
静岡県立沼津技術専門校、津山工業高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、富山高等専門学校、長岡工業高等
専門学校、長野工業高等専門学校、沼津工業高等専門学校、八戸工業高等専門学校、広島商船高等専門学校、
福島工業高等専門学校、舞鶴工業高等専門学校、松江工業高等専門学校、都城工業高等専門学校、米子工業高
等専門学校、駒ケ根工業高等学校、高知県立安芸桜ヶ丘高校、作新学院高等学校、東奥学園高等学校、松商
学園高等学校

ほか ※敬称略

4 5

沿革

2012年 5月　会社設立
2012年12月　DJI社と日本初の正規販売代理店契約
2013年 1月　DJI初の量産ドローン『DJI Phantom Japan Limited』を先行発売
2014年12月　国内初 ドローン運用者向けセミナー『安全フライト講習会』運用開始
2015年 1月　国内初 無料ドローン体験イベント『DJI NEW PILOT EXPERIENCE』開始
2016年 4月　国内初 DJIドローン専門店『セキド立川 R&D センター』開設
2016年 4月　国内初 DJIドローン専門練習場『SEKIDO DJI ドローンフィールド』開設
2016年10月　『セキド DJI 横浜ベイサイド店』開設
2017年 1月　DJI認定パーツブランド PGYTECH社と日本総代理店契約
2017年 4月　ROVメーカー BlueRobotics社と正規代理店契約
2017年 7月　ドローン講習の管理団体 SUSC（セキド無人航空機 安全運用協議会）発足
2017年12月　DJI農業ドローン教習施設　新潟五泉校開校
2018年 5月　『セキド 虎ノ門本店』・『DJI認定ストア 東京虎ノ門』開設
2018年 6月　水中スクーターメーカー SUBLUE社と日本総代理店契約
2019年10月　株式会社レイメイ藤井との合弁会社『株式会社レイメイセキド』設立
2019年11月　福岡県福岡市に『DJI認定ストア 福岡博多』開設
2020年12月　国内初 ドローンeラーニング講座を開講
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農業用ドローン・
ロボティクス

事業

6

産業用ドローン導入相談・コンサルティング
測量やインフラ点検などお客様の業務に合わせて、
最適なドローンソリューションをご提案いたします。

ドローン販売や業務へのドローン導入を通して得た、膨大なノ

ウハウを持つセキドのドローンビジネスコンサルタントが、お客

様の課題を丁寧に解決し、最適なソリューションを提案いたし

ます。セキド虎ノ門ショールームや横浜ドローントレーニングセ

ンターにて、実機を交えご説明させて頂くことも可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

卸販売・

全国共催

イベント

法人向け

ソリューション

7

販売店向け卸販売

豊富な在庫を維持しながら、適切な知識に基づいた専門スタッフによる商品提案を行っております。

ご契約いただいた販売店様には『大量購入』『入札』といった案件に最大限の対応を行うほか、BtoBサイト

の活用や新しい機材の共同実証実験、販売イベント共催も実施しております。

確かな知識で
最適な機材をご提案

オンライン商談
にも対応Webセミナーで

最新情報をお届け

専門商社ならではの
豊富な品揃え

共同実証実験
の実施

イベント共催
大型案件・入札案件

への対応

商社ならではの柔軟な発想で、
付加価値の高いオリジナル企画やサービスを提供いたします。

橋梁点検実証実験 測量＆インフラ点検実演会

農機自動操舵システム実演会
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 農 業 用ドローン・

ロボティクス

事 業

水 中ドローン・

R OV 事 業

スマート農業実現に向けて

農業用ロボティクス
販売パートナー募集中 農業ドローン講習を開催

農業就業人口の減少が叫ばれて久しい昨今、農業の"スマート化"は急速に進んでいます。ドローンでの完全自

動の農薬散布やRTKシステムを活用したトラクターの自動操舵による超省力化、センシングドローンによる精密

化など、農業従事者の働き方を根本から変えるソリューションが生まれています。

埼玉県春日部市に農業関連の研究・開発を行う共同事業施設を開設し、スマート農業を導入・運用される

ユーザーをサポートいたします。

セキドの販売店として最新のスマート農業ソリューショ
ンを販売して頂くパートナー企業様を募集中です。こ
れから農業分野にチャレンジしたいとお考えの企業様
や、すでに展開されている農業ビジネスでさらなる飛躍
を目指す企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

農薬散布ドローンの取扱い・導入には、専用の技術認
定証が必要です。セキド農業ドローン講習は、講習の
特徴実際の現場で即時使える実践的な練習プログラム
でありながら、eラーニングも活用し、講習に要する拘
束時間は業界最小となっております。

水中ドローン・ROVとは

主な運用・使用実績

水中を自由に移動し撮影調査などを行う無人機は「水中ドローン」または「ROV」と呼ばれています。セキドで

は、目覚ましい発展を遂げている水中テクノロジーにより、低コストかつ高性能になった製品を厳選して取り

扱っています。 

ジャパン マリンユナイテッド株式会社/日本工業検査株
式会社/愛媛県南予地方局水産課/株式会社メディア
リース/テレビ東京/テレビ大阪/上野グリーンソリュー
ションズ株式会社
※使用実績の多い業界
大学・高専学校法人/発電所管理点検事業者/養殖事
業者/海上海中設備点検/発電・大型プラント維持点検
調査/スキューバダイビング支援
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 eコマース・

オンライン

サービ ス

店 舗・講 習 施 設

本社1階には専任のコンサルタントが常駐する、東

京で唯一の認定ストア「DJI認定ストア　東京虎ノ

門」を開設。産業分野でのドローン活用の発信地と

なるビジネスラウンジを併設し、業務へのドローン

導入を積極的にサポートいたします。

「横浜ドローントレーニングセンター」では、無料実

演会やドローン講習を開催しております。

九州で唯一の認定ストアとして、「DJI認定ストア 

福岡博多」では最新のホビー用ドローンから本格的

な業務利用可能な産業用ドローン、農薬散布ドロー

ンまで実機を展示。屋内型のトレーンングセンター

を備え、天候の影響を受けずにドローン講習や練

習が可能です。

豊富な情報発信
5万名以上のメルマガ会員や、年間100件を新規公開す
るコンテンツ記事、各種SNSなどを通じて、初心者から
ベテラン、業務利用される方までご満足頂ける様々な
情報を発信しています。
定期開催するWebセミナーには、毎回全国各地のユー
ザーが参加され、事後アンケートでは高い評価を頂い
ております。

ECサイトやモールなど、一般のお客様へ向けたオンラインショップを設けており、一部を除く商品をご購入頂く

ことができます。初心者の方も安心の充実したサポート体制と、上級者の方にもご満足頂ける豊富な知識と商

品を提供することで、お客様に寄り添える会社であり続けます。

● 横浜ドローントレーニングセンター
　　神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2
　　横浜市金沢区産業振興センター 
　 サービスセンター1階
　［営業日時］

　 講習・イベント開催時のみ

● DJI認定ストア 東京虎ノ門
　 東京都港区西新橋2丁目35番5号 
　 荒川ビル1階
　 TEL 03-5843-7838
　［営業日時］月～金 11:00～18:00

● DJI認定ストア 福岡博多
　　福岡市博多区古門戸町5-15 1F
　　TEL 092-262-2262
　［営業日時］月～土 11:00～19:00

● ドローントレーニングセンター
　　福岡県福岡市東区松島3丁目22-32
　［営業日時］

　　講習・イベント開催時のみ

フライト練習が可能な環境一般ユーザー向けオンラインサービス

横浜ドローントレーニングセンター
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講 習 会 事 業・

S U S C

セキドでは、ドローンの健全な普及を推進するため、他企業に先駆けて販売から教育・アフターサポートまで、

包括的な業務を担って参りました。そこで蓄積した様 な々経験をもとに、ドローンが活用される各分野での安

全な運用を支援すべく、SUSC（セキド無人航空機安全運用協議会）を設立し、下記の方針のもと講習会の運

営や認定を行っております。

　◇ 全ての人が、ドローンの運用に必要な技術や知識を習得可能な環境をつくり上げる。

　◇ 市場の変化の半歩先を行き、現場力のあるドローン操縦士を育成する。

　◇ ドローンに関する包括的サービスを提供する。

　◇ ハードとソフトを連動し、成果を生む実務的プラットフォームを提供する。

13

セキドグループは、母体となる株式会社セキドと同品質のサービスを展開している全国各地の事業者です。グ

ループ内の繋がりと各企業の強みを生かして、知識、技術、ノウハウを相互共有することで、お客様のあらゆる

ニーズに対応いたします。

セキドが取り扱う
全ての製品を販売

販売

セキドが運営する
ドローン講習を実施

講習
DJIが取り扱う商材を
使用した業務の受託

運用

12

ドローン安全運用の道しるべとして セキドのサービスを、もっと身近に
ドローン講習団体 SUSC（セキド無人航空機安全運用協議会）を運営し、
実践的な講習の開発と提供を行っております。

グル ープ 事 業

   東京
（SEKIDO本社）
   東京
（SEKIDO本社）

新潟新潟

福岡福岡

熊本熊本
宮崎宮崎

徳島徳島

富山富山
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役務・受託業務

「100年先も輝く企業」に向けて
社会に貢献し続けます。

15

自分の力を信じ、挑戦し続け、謙虚な気持ちで人々のお役に立てる存在であり続けること、それが私たち 

セキドの精神です。関わる全ての人が精神的・物質的に豊かになり、記憶に残る素晴らしい経験と体験 

が出来るよう、周囲の皆様と一緒に、比類なき価値のご提供を一気通貫型で行います。

国立支社所在地
東京都 国立市との防災協定 締結

トレーニングセンター所在地
横浜市 金沢警察との防災協定

代表取締役 出身地
新居浜市へのPHANTOM4 PRO 寄贈

14

ドローンを使用する各種オペレーションを受託にて行います。危険個所や足場の設置を伴うことなく調査や点

検が可能です。年間３０回以上のオペレーションをこなす専門スタッフが、安全で迅速に作業を完了させます。

地形の三次元モデリングによる測量の解析なども実績があり、一貫したプロセスをお任せください。

●電力会社/変電施設や200M級煙突の点検　　　
●石油関連施設/石油備蓄タンク点検　　　　　  
●民間電力会社/太陽光パネルの点検　　　　　  
●地方自治体/PR用動画の撮影　　　　　　　　 
●測量会社/3D測量データの提供
●造船会社/船舶や施設の点検
●化学プラント施設/プラント施設点検
●番組制作会社/TV用素材の撮影
●不動産会社・デベロッパー/PR動画の撮影
●土地家屋調査士法人/測量データの提供

　　  企業様・官公庁様からの、空中・水中調査業務の実績

※現在受託可能な業務と異なる場合がありますのでご容赦ください。

害獣調査

災害被害状況の調査

水中調査・作業

生育状況の調査橋梁下部の点検

土木測量・地形3D化

高層壁面の調査

保険調査

専門スタッフが強力にサポート
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Company Pro�le

ご質問、ご相談は当社まで

お気軽にお問い合わせください。

株式会社セキド

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-35-5

03-5843-7836

sekidocorp.com


