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専務理事 
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(川村 昌志）  
「令和 4 年度 ドローン社会実装促進実証事業」・・・ 

～神戸港横断（ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ→ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ）のドローンデリバリーの実証と取材案内～ 
 

兵庫県と(公財)新産業創造研究機構(以下、NIRO)では、兵庫県内において次世代産

業を創出し、県民の更なる安全安心な暮らしを実現するため、公益性の高い分野につ

いて、民間企業が実施する社会的課題の解決に資する実証試験を支援し、県内のドロ

ーン等を活用した新しいビジネスモデルの確立や社会実装を目指しています。 

本年度は、以下の 8 件の事業を採択し、今後実証を進めることとしています。 

 

【採択事業一覧】 

１．ドローンによる洗堀調査・橋梁補修の社会実装を目指した実証試験 

（採択事業者： 山陽電気鉄道(株)、(株)ジャパン・インフラ・ウェイマーク） 

２．ドローン自動追尾撮影による地域観光促進の提案（Air・DriveShot）           

（採択事業者：（株）CRnetworks、(株)RedDotDrone Japan） 

３．ドローン用パラシュート装置とエアバック装置を用いることによる人口集 

中地区でのドローン社会実装促進事業   （採択事業者：日本化薬（株）） 

４．神戸港横断（ハーバーランド→ポートアイランド）のドローンデリバリー

検証                   （採択事業者：TOMPLA（株）） 

５．水空合体ドローンによる海底耕耘水底変化の遠隔撮影 

                （採択事業者：KDDI スマートドローン（株）） 

６．AR 技術を利用したドローンによる観光促進事業 

          （採択事業者：（株）阪急交通社、(株)RedDotDrone Japan） 

７．設備警備業務でのドローン DX 推進に向けた実証試験 

                （採択事業者：セブントゥーファイブ（株）） 

８．ドローンを活用した新しい道路舗装健全度調査の実証         

             （採択事業者：（株）T＆T） 
 

        

この度、その事業の 1 つである TOMPLA(株)が 

実施する【神戸港横断(ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ→ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ)の 

ドローンデリバリー】の実証試験を実施致します。 

 

この実証試験を 10 月 12 日(水)に報道の方々に 

公開させて頂きますので、取材頂きたく存じます。 

（取材会の詳細につきましては、次頁以降を 

 ご参照下さい。また、取材頂く場合には別紙の 

 取材申込書に記入の上、お申込み下さい。） 
神 戸 港 を ド ロ ー ン で 渡 る 物 流 ！

(飲食街から人工島へデリバリー！) 



【報道関係各位】                         2022 年 10 月 6 日 

TOMPLA 株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMPLA 株式会社（新潟県新潟市）は、兵庫県・NIRO の令和４年度ドローン社会実

装促進実証事業として、株式会社出前館（東京都渋谷区）、株式会社吉富運輸（兵庫県神

戸市）、日本コンピューターネット株式会社（大阪府大阪市）、スターバックス コーヒー 

ジャパン株式会社（東京都品川区）、神戸学院大学（兵庫県神戸市）と協働し、2022 年

10 月 11 日から 11 月 3 日まで、 神戸市ハーバーランドとポートアイランド間で、出前館

アプリを利用したフードデリバリーのテストマーケティングを行います。 

 

現在、 国内のドローン宅配は過疎地域で導入が進められていますが、 ニーズはあるも

のの、配達の担い手が不足している地方都市でのサービス提供が普及の鍵となります。ド

ローンは、 サイズが小さく軽いものの運搬に適し、特に飲食店のデリバリー需要が予測さ

れており、 これまで様々なドローンによるフードデリバリーの実証事業が行われてきまし

た。  

 

ポートアイランド西岸は滞在人口に比して飲食店が少ない地域です。フードデリバリー

も、飲食店が密集する三宮地区から橋を渡る必要があるため、配達の請負者が少なく、飲

食の選択肢が限られています。地域で大きな割合を占める神戸学院大学の学生約 6,000 人

と職員、地域住民を対象にスターバックスのコーヒーを、提供元のハーバーランド側から

3 分間のドローン飛行で提供します。 

 

これまでの実証事業の多くは、 運搬後の食品品質や航路の検証のため、 単日かつ限定

された注文回数での実施となり、 実際の市場環境とは言い難いものでした。そこで、ドロ

ーンフードデリバリーの商用化のため 20 日間のテストマーケティングを実施します。 

 

取材のご案内 

 

ドローンデリバリー、神戸学院大学生 6,000 人や一般客を対象に開始 

～ポートアイランドで空からのコーヒーを楽しめる近未来都市を体験～ 

 

 

 
日時：10 月 12 日（水）10：50～ 会場：ポーアイしおさい公園 



消費者への周知、広告は、マーケティングを専門とする神戸学院大学経営学部 辻 幸恵

教授が指導するゼミが担当し、メインターゲットである大学生のインサイトに基づいた施

策を展開します。 

 

期間中の 10 月 12 日に取材会を開催いたします。つきましては、ご多用の中大変恐縮で

はございますが、本取材会へのご出席とご取材を賜りたく、ご案内申しあげます。 

 

≪実施概要≫ 

 

日 時： 2022 年 10 月 12 日（水） 10：50～12：45（受付開始 10：40～） 

場 所： ポーアイしおさい公園（神戸市中央区港島１丁目２−４） 

 
  ※荒天時は 10 月 19 日（水）に延期。 

延期の場合は 10 月 11 日（火）12 時までにご案内します。 

取材対応者： TOMPLA 株式会社 代表取締役 CEO 藤本 高史 

  兵庫県産業労働部新産業課 班長 井上 大輔 ・ 主任 香山 和輝  

  NIRO（公益財団法人 新産業創造研究機構）研究開発部門 主席 箙 一之 

株式会社出前館 執行役員 シェアリングデリバリー本部長 森山 海太 

株式会社吉富運輸 ゼネラルマネージャー 上田 裕 

日本コンピューターネット株式会社 代表取締役 沖 貴博 

神戸学院大学 学長補佐 経営学部教授 辻 幸恵 ・ ゼミ生若干名 

近畿経済産業局製造産業課 総括係長 中川 宗浩 

神戸市医療・新産業本部新産業部新産業課 

総括イノベーション専門官 中沢 久 

 



Time Agenda Part 

10：50 冒頭説明 本実証実験に関してのご説明 / TOMPLA 藤本 

11：05 質疑応答 各取材対応者 

11：20 ドローン運航① 

注文受付→商品をドローンに積み込み 

 

11：23（予定）ドローン離陸 / ハーバーランド 

 

11：26（予定）ドローン着陸 / ポーアイしおさい公園 

11：50 ドローン運航② 

注文受付→商品をドローンに積み込み 

 

11：53（予定）ドローン離陸 / ハーバーランド 

 

11：56（予定）ドローン着陸 / ポーアイしおさい公園 

12：20 ドローン運航③ 

注文受付→商品をドローンに積み込み 

 

12：23（予定）ドローン離陸 / ハーバーランド 

 

12：26（予定）ドローン着陸 / ポーアイしおさい公園 

12：45 終了 12：20～12：45 ご要望に応じて追加対応 

※商品提供元の「スターバックスコーヒー 神戸ハーバーランド umie MOSAIC 店」 への取

材は感染症対策の観点より受け入れておりません。取材目的でのご入店はご遠慮くださいま

すよう、お願い申し上げます。ご理解・ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 



◆事業実施各社の主な役割 

TOMPLA 株式会社：本実証事業主体社、事業統括、ドローンオペレーション統括、独自

ドローンおよび技術者提供 

株式会社出前館：注文プラットフォームの提供 

株式会社吉富運輸：ドローンの遠隔運航管理 

日本コンピューターネット株式会社：ドローンの遠隔運航管理及び指導 

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社：飲料の調理、提供 

神戸学院大学：消費者への周知、広告 

 

◆事業支援行政の主な役割 

兵庫県および NIRO：実証事業の助成、地域および関係者との調整等 

神戸市：実証事業協力 地域及び関係者との調整等 

近畿経済産業局：実証事業協力 各所関係者との調整等 

 

◆フロー図 

 

 

 

 



【TOMPLA 株式会社とは】 

『トンプラ』はドローン社会における安心を届けるインフラ企業です。 空の移動を誰でも安心

して手軽に利用できることで、 人の物理的・身体的制約を解放し、 効率化と不可能であったこ

とを可能にし、 それらによる人の幸せを生み出します。 2021 年 6 月に日本初の政令指定都市

の駅前での実証実験後、 信濃川での店舗への導入実証実験など全国の行政と連携したドローン

配送の実証実績を保有しております。 （新潟市 2022 年度概念実証支援制度採択/兵庫県 2022

年度ドローン社会実装促進実証事業採択） 

*TOMPLA 株式会社 会社概要はこちらをご覧ください。 

 

 

【株式会社出前館とは】 

『出前館』は、アプリやサイトから簡単に注文でき、さまざまなシーンで活用可能な全国 47

都道府県に展開する国内最大級のデリバリーサービスです。サービスを開始以降、加盟店舗数

は拡大し、現在 100,000 店舗以上になりました。フードデリバリーサービスとして始まった

『出前館』は、昨今では日用品の配達など"ラストワンマイル"の領域までサービスを推し拡

げ、進化し続けています。今後、フードデリバリーを起点とし、さまざまなシーンにフィット

するサービスとして事業を拡大し、ライフインフラとして進んでまいります。 

*株式会社出前館 会社概要はこちらをご覧ください。 

 

 

【株式会社吉富運輸とは】 

『吉富運輸』は、お客様の大切な荷物の保管・運送を一貫して行っている総合物流企業です。

昨今では神戸地区を中心に拠点の拡大を行い、長年培ってきたノウハウや経験を生かし物流業

務の効率化や集約化に取り組んでおります。この度のフードデリバリー実証実験に於いては、

ドローン操縦訓練を習得した弊社の「sora トレイルチーム」のメンバーでドローンの遠隔運行

管理を行います。今後は物流会社として、この経験をドローンデリバリーの実用に向け有効に

活用して参ります。 

*株式会社吉富運輸 会社概要はこちらをご覧ください。 

 

 

【日本コンピューターネット株式会社とは】 

『日本コンピューターネット株式会社』は次世代モビリティを創造する KOBE モビリティフィ

ールド協議会の代表理事企業として、loT 技術と最先端モビリティを融合した新しい仕組みの

構築を目指しております。 

*日本コンピューターネット株式会社 会社概要はこちらをご覧ください。 

 

 

 

 

https://www.tompla.tokyo/
https://corporate.demae-can.com/company/profile.html
https://www.yoshitomi-logi.co.jp/company.html
http://www.ncn-drone.com/


【スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社とは】 

『スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社』は、1996 年に東京・銀座に日本第 1 号店を開

業。全世界約 80 のマーケットで約 34,000 店舗以上、日本全国 47 都道府県において 1,727 店

舗 (2022 年 6 月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。

「人々の心を豊かで活力あるものにするために—ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひ

とつのコミュニティから」をミッションに掲げ、約 4 万人のパートナー(従業員)が、一杯のコ

ーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019 年 2

月 28 日には、世界 5 拠点目となる「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」をオープ

ンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、

「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。 

 * スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 会社概要はこちらをご覧ください。 

 

 

【神戸学院大学とは】 

1966 年に開学し創立 56 年を迎えた現在、3 キャンパス、10 学部 13 学科、学生数 11,000

人あまりを擁する神戸市内最大規模の文理融合型私立総合大学へと発展しています。学部

横断型教育や企業、自治体との様々な社会連携・地域貢献活動を通じて、学生の夢の実現

を応援し「後世に残る大学」をめざします。 

*神戸学院大学 概要はこちらをご覧ください。 

 

https://www.starbucks.co.jp/company/summary/
https://www.kobegakuin.ac.jp/


 
 

 

 

締切：10 月 10 日(月)17 時 

 

FAX またはメール添付によりお申し込みください。 

 

【申込先】 

 (公財)新産業創造研究機構 研究開発部門 箙（えびら）、山根 宛 

FAX：(078)306-6811、E メール：ebira@niro.or.jp 

 （メール申込みの場合、件名は「神戸港横断ドローンデリバリー実証試験の取

材申込」としてください） 

 

 

10 月 12 日(水) 現地取材申込書 

社  名 

                         

所 属 ：   本社        部   ／       総

局・支局 

 

 

 

氏   名 

代表者（記者） 

 

 

計（    ）名   

 

 

取   材 

 

ドローンデリバリー取材（10月12日(水)10時50分～） 

参加     不参加 

取材会場 駐車場（神戸学院大学来客用駐車場） 

必要（  台） 不要  
（駐車場には限りがございますので、最小限の台数でお願いします。） 

 

 

連 絡 先 

 

代表者の電話番号 

 （会社）               （携帯） 

e-mail アドレス（PC） 

 

FAX 

 

 

別 紙 


