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企業プロフィール

社 名 サイトテック株式会社 http://www.saitotec.com/

本社所在地 〒409-3303 山梨県南巨摩郡身延町寺沢3250
Tel 0556-48-8378 / Fax 0556-48-8387

代表取締役社長 齊藤 邦男 生年月日1961年9月15日

事 業 内 容 ロボットの設計・開発・販売・保守・サービス

資 本 金 資本金 3,000万円 最大発行株式数 50万株

創 業 創業 2000年10月1日

設 立 設立 2006年5月1日

ドローン事業 開始 2010年10月1日

自社ドローン 開発 2012年5月1日
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企 業 紹 介

https://www.youtube.com/watch?v=2udMR8tKvpQ&t=5s



サイトテック株式会社

DOKAHELIの型番解説

KATANA 6 S 1750 F

シリーズ名

モーター数

S:シングル
D:デュアル

対角線上のモーターピッチ

F:フォルデイグ
B:バギー

対角線上のモーターピッチ
アームのフォルデイグ機構

シングル(モーター片方のみ)
デュアル(モーター上下)

( 鎧、刀、鼓、螺、創 )



サイトテック株式会社

創

鎧 刀

鼓

DOKAHELIシリーズ

汎用性重視 改良性重視

作業性重視創造性重視

螺
移動性重視



機体別積載荷重によるラインナップ

KATANA8D500B

KATANA4S360

KATANAD1750F

YOROI12D1750F

YOROI6S1750F

YOROI4S1200F

150kg

(200kg)40kg

(80kg)20kg

(30kg)

10kg

(15kg)

500g

(1.5kg)

200g

(500g)

KATANA4S1000F

TUZUMI2D1750

KATANA6S3580F

TUZUM6S3580

刀シリーズ

運航積載重量

(ホバリング時)

鎧シリーズ 鼓シリーズ

RASEN2S1225R5

螺シリーズ

420kg

(420kg)

海外仕様国内仕様



燃料別飛行時間によるラインナップ

７時間以上

１時間以上

30分以下

地上電源供給
(ディーゼルエンジン)

ジェネレーター搭載
(ディーゼルエンジン)

バッテリー搭載

１０～４０kw

４～４０kw
(7～52kg)

12kw
(4.2kg)

3.5時間以上

エンジン搭載

95HP



活用事例・・・物流・運搬
https://www.youtube.com/watch?v=iU8CUdprv5M&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=JtxSzbHhL80&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=p0wFUThFQZA

https://www.youtube.com/watch?v=-X-GrBFKNzs https://www.youtube.com/watch?v=UqomCGlFnTc&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=iU8CUdprv5M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JtxSzbHhL80&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=p0wFUThFQZA
https://www.youtube.com/watch?v=-X-GrBFKNzs
https://www.youtube.com/watch?v=UqomCGlFnTc&t=1s


活用事例・・・災害救助

活用事例・・・土木建設

https://www.youtube.com/watch?v=exkP4m0r_4A https://www.youtube.com/watch?v=yT5JshQhUHM

https://www.youtube.com/watch?v=rpa14aoj6YY https://www.youtube.com/watch?v=YQkZJc42_zY&t=1s



活用事例・・・林業

活用事例・・・農業

https://www.youtube.com/watch?v=jI7nhYIr_d4&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=IWQeUT9AVF4

https://www.youtube.com/watch?v=ggUxHxzmimg https://www.youtube.com/watch?v=336MOzA7rlA https://www.youtube.com/watch?v=tHDH5HsXFqg&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=tHDH5HsXFqg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=IWQeUT9AVF4
https://www.youtube.com/watch?v=jI7nhYIr_d4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ggUxHxzmimg
https://www.youtube.com/watch?v=336MOzA7rlA


活用事例・・・点検・計測
https://www.youtube.com/watch?v=-Ina4_6kUN4 https://www.youtube.com/watch?v=2uFnOJPXB3w&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=EyDU7vnScjA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=RDmkY2-UFeo&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=c1zLpkYmRqo

https://www.youtube.com/watch?v=2uFnOJPXB3w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-Ina4_6kUN4
https://www.youtube.com/watch?v=EyDU7vnScjA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=c1zLpkYmRqo
https://www.youtube.com/watch?v=RDmkY2-UFeo&t=1s


活用事例・・・教育

https://www.youtube.com/watch?v=Te_sw1rAA9c https://www.youtube.com/watch?v=MT_GRE7i370

https://www.youtube.com/watch?v=MT_GRE7i370
https://www.youtube.com/watch?v=Te_sw1rAA9c


サイトテック株式会社

鎧
汎用性シリーズ

防塵防水性が高く、アタッチメント機構による業務に応じてユニット交換ができる機体です。

YOROI



サイトテック株式会社

YOROI4S1200F(農業向け)

フライト時寸法 W:1000 D:1000 H:680mm
収納時寸法 W:900 D:900 H:680mm
機体質量 約7kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン

モーターピッチ 1,200mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×1本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

上面 正面

バッテリー 1本

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg → 19分
02kg → 17分
05kg → 12分
07kg → 10分
10kg → 08分
12kg → 07分
15kg → 06分

バッテリー 2本

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg → 28分
02kg → 24分
05kg → 19分
07kg → 15分
10kg → 14分
12kg → 12分
15kg → 09分

荷重10kg



液体散布用10ℓタンク

顆粒散布用10ℓタンク

調査・観察用カメラ搭載

運搬用10kgコンテナ搭載

救命用浮輪搭載 索道用ロープ運搬機構搭載

YOROI4S1200Fユニット搭載事例

ユニット型
アタッチメント

荷重10kg



YOROI4S1200F性能試験

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uo8LYM-rpmY&feature=youtu.be



サイトテック株式会社

YOROI6S1750F(運搬向け)

フライト時寸法 W:1853 D:1625 H:805mm
収納時寸法 W:870 D:910 H:805mm
機体質量 約17kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 1,750mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×3本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

飛行時 収納時

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg → 25分
10kg → 15分
20kg → 11分
30kg → 08分

荷重30kg



液体散布用30ℓタンク

運搬用荷下ろしリール

YOROI6S1750Fユニット搭載事例

ユニット型
アタッチメント

顆粒散布用30ℓタンク

測量用グリーンレーザースキャナ

医療品輸送コンテナ

高性能大型カメラ

ガス検査装置

荷重30kg



YOROI6S1750F活用事例

https://www.youtube.com/watch?v=iU8CUdprv5M&t=3s



サイトテック株式会社

YOROI12D1750F

フライト時寸法 W:1,853 D:1,625 H:805mm
収納時寸法 W:870 D:910 H:805mmm
機体質量 約38Kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 1,750mm
バッテリー LiPo 12S18000mAh×6本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)
最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg →  20分
30kg →  11分
40kg → 8.5分
50kg → 7.5分

荷重40kg

飛行時
収納時



YOROI12D1750F活用事例

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gKkRDqlt2wQ&feature=youtu.be



付 属 品

プロポ Futaba 16IZ プロポケース

バッテリーチェッカー

バッテリー12s18000mAh 6本

バッテリーチャージャー12S用

バッテリー12s18000mAh 
6本用ケース

機体収納ケース



YOROI1750シリーズ 専用ケース

・６分割のパーツに分解できる
・未使用時は畳んで収納できる
・簡単に一人で収納できる
・精密機器の運搬として保護できる

【特徴】

機体収納時寸法 W1,390*D1,210*H1,100mm

未使用時寸法 W1,390*D1,210*H230mm



YOROI1750シリーズ カラ―バリエーション

イエロー
ゴールド

オレンジ

ピンク

レッド

カーボン

(234) YOROI12D1750F イエローラッピング - YouTube

YOROI12D1750F ピンクラッピング - YouTube

(234) YOROI12D1750F ゴールドラッピング - YouTube

(234) YOROI12D1750F レッドラッピング - YouTube

YOROI12D1750F オレンジラッピング - YouTube

(234) YOROI12D1750F カーボン - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mGzSt7dY0Vk
https://www.youtube.com/watch?v=kr0ow9BG50Q
https://www.youtube.com/watch?v=eVINe95KEd0
https://www.youtube.com/watch?v=xNalkGC63XA
https://www.youtube.com/watch?v=VucVOMvNYsE
https://www.youtube.com/watch?v=KFTue6zo2lA


ラインナップ

救命ボート･投下

カラーボール・シューター

消火ボール
シューター

長距離音響発生装置

ラィン・シューター

ファイヤーアタック
シューター

ガス分析装置

縄ハシゴ
シューター

可視・赤外線カメラ 荷下ろし用リール

LED投光器

医療品輸送コンテナ

顆粒用散布ユニット

液体用散布ユニット

金属探知機

ユニット別による

※機体により限定されます。



オプションシステム別ラインナップ

長距離画像伝送システム

グランドステーションシステム

自動探知追尾システム

地上電源供給システム

操縦切替

２人操縦システム

人物の認識

QRコードに認識

https://www.youtube.com/watch?v=prgt53CPWSA

https://www.youtube.com/watch?v=YQkZJc42_zY



オプションシステム・・・２人操縦システム

操縦切替

https://www.youtube.com/watch?v=YQkZJc42_zY

https://www.youtube.com/watch?v=YQkZJc42_zY&t=5s



オプションシステム・・・人物による自動探知追尾システム

人物による自動探知追尾システム



オプションシステム・・・QRコードによる自動探知追尾システム

QRコードによる自動探知追尾システム

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jl8ZkLdGC_A&feature=youtu.be



災害・消防・レスキューの専門誌に掲載



サイトテック株式会社

刀
改良性シリーズ

カスタマイズ性が高く改良しやすい開発向けの機体です。

KATANA



サイトテック株式会社

KATANA4S360(教材向け)

フライト時寸法 W:470 D:470 H:210mm
収納時寸法 -
機体質量 約760g(バッテリーを除く)
素 材 カーボンor木

モーターピッチ 350mm
バッテリー LiPo 4S5300mAh×1本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

ペイロード
飛行時間

(環境による)

000kg → 15分

130kg → 12分

カーボン製 木製

荷重500g



KATANA4S360性能試験

https://www.youtube.com/watch?v=9lyY95Z3X8Y



サイトテック株式会社

KATANA8D500B(点検向け)

フライト時寸法 W:750 D:840 H:750mm
収納時寸法 -
機体質量 約7kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン

モーターピッチ 500mm
バッテリー LiPo 6S18,000mAh×1本

F C Pixhawk
飛行速度 10k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 100m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

ペイロード
飛行時間

(環境による)

000kg → 15分

130kg → 12分

全体
側面

後方

上方

点検の風景

荷重500g



YOROI8D500B性能試験

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n8RtGgNklYA&feature=youtu.be



サイトテック株式会社

KATANA4S1000F(調査向け)

フライト時寸法 W:880 D:880 H:670mm
収納時寸法 W:620 D:620 H:670mm
機体質量 約7kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン

モーターピッチ 1,000mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×1本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

上面 正面 側面

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg → 18分
05kg → 12分
10kg → 08分

荷重10kg

https://youtu.be/SL_2zZYTOLs



KATANA4S1000F性能試験

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SL_2zZYTOLs&feature=youtu.be



サイトテック株式会社

KATANA12D1750F(運搬向け)

フライト時

収納時

コンテナ搭載時

荷重40kg

フライト時寸法 W:1,853 D:1,625 H:805mm
収納時寸法 W:870 D:910 H:805mmm
機体質量 約38Kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 1,750mm
バッテリー LiPo 12S1800mAh×6本

F C Pixhawk
飛行速度 60k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg →  20分
30kg →  11分
40kg → 8.5分
50kg → 7.5分



KATANA12D1750F活用事例

https://www.youtube.com/watch?v=TFh5AS7lV6Q



サイトテック株式会社

KATANA6S3580(実験向け)

フライト時寸法 W:5160 D:5160 H:1000mm
収納時寸法 W:1700 D:1700 H:1000mm
機体質量 約 kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 3,580mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×12本

F C Pixhawk
飛行速度 40k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

ペイロード
飛行時間

(環境による)

000kg →  分
050kg →  分
150kg → 分
200kg →    分

荷重200kg



サイトテック株式会社

鼓
作業性シリーズ

本体・プロペラガード・スキッドが一体型になった安全性の高い機体です。

TUZUMI



サイトテック株式会社

TUZUMI12D1750(作業向け)

フライト時寸法 W:2600 D:2600 H:1000mm
収納時寸法 W:900 D:900 H:1000mm
機体質量 約 kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 1,750mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×6本

F C Pixhawk
飛行速度 20k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃

飛行時

■本体・プロペラガード・スキッドが
一体型になった安全性の高い
機体です。

ペイロード
飛行時間

(環境による)

00kg →  20分
30kg →  11分
40kg → 8.5分
50kg → 7.5分

荷重40kg



サイトテック株式会社

TUZUMI6S3580(作業向け)

フライト時寸法 W:5387 D:5598 H:1000mm
収納時寸法 W:1866 D:2155 H:1000mm
機体質量 約 kg(バッテリーを除く)
素 材 カーボン&アルミ

モーターピッチ 3,580mm
バッテリー LiPo 12S18,000mAh×12本

F C Pixhawk
飛行速度 20k/h (飛行時30k/h)

最大飛行高度 2,500m (国内規制150m)
フライトモード ATT/GPC/GCS
使用環境温度 0-45℃ 飛行時

収納時

ペイロード
飛行時間

(環境による)

000kg →  分
050kg →  分
150kg → 分
200kg →    分

荷重200kg

■収納・移動時は７つのモジュールに分解できます。



サイトテック株式会社

螺
移動性シリーズ

実機のヘリコプターを無人化した移動性の高い機体です。

RASEN



■仕 様
機体モスキート社製
型番ＸＥＴ
乗車定員 １人乗り(操縦者含む)
エンジン T62-T2A1
空の重量 420ポンド 190キロ
マックス・グロス（240 LBパイロット） 820ポンド 372キロ
マックスエアスピード 100+ MPH 160+ KPH
巡航速度 80 MPH 128 KPH
メインローター 590 RPM
テイルローター 2670 RPM
上昇率（EST） 1200 FT / MIN 365 M / MIN
燃料容量 12 GAL 45 L
燃料燃焼（EST（東部基準時） 10.5 GAL / HR 39.7 L / HR
補助タンク付き燃料キャップ 20 GAL 76 L
飛行時間 1時間

サイトテック株式会社

RASEN2S372M1(移動距離向け)
XET
XETはXEモデルのフラッグシップです。改良されたT62-T2Aソーラータービンエンジンを搭載した
XETには、私たち全員が航空機に関連する典型的なタービンの鳴き声があります。安定した
95HPを生み出すこのマシンは、十分な予備力を備えています。XETが巻き上がるのを聞くたびに、
首の毛が立ち上がることもあります。

最大離陸重量 372kg

最大積載荷重 182kg

最大飛行時間 60分



サイトテック株式会社

RASEN2S362M1(移動距離向け)
XE 285

XEファミリーの主力製品であるXE285は、ピストン駆動、水冷、オイル注入、燃料注入、電子プログラム可能点
火、800 cc、85HP実験用ヘリコプターです。
何年にもわたる開発が、より小型の空冷エンジンからこの発電所への移行に入りました。6000 RPMでは、こ

のエンジン出力はその潜在能力の半分にすぎず、拡張されたサービスと信頼性につながります。燃料消費量
（93オクタンポンプガソリン）は1時間あたり約6ガロンであり、並外れた経済性、範囲、およびパフォーマンスを
提供します。

■仕 様
機体モスキート社製
型番ＸＥ２８５
乗車定員 １人乗り(操縦者含む)
エンジン革新的な800
空の重量 360ポンド 164キロ
マックス・グロス（240 LBパイロット） 720ポンド 362キロ
マックスエアスピード 95 MPH 152 KPH
巡航速度 80 MPH 128 KPH
メインローター 590 RPM
テイルローター 2670 RPM
上昇率（EST） 1200 FT / MIN 365 M / MIN
燃料容量 12 GAL 45 L
燃料燃焼（EST（東部基準時） 6 GAL / HR 23 L / HR
補助タンク付き燃料キャップ 20 GAL 76 L
飛行時間 2時間
AUXタンク付き 3.3 HRS

最大離陸重量 362kg

最大積載荷重 198kg

最大飛行時間 120分



■仕 様
機体モスキート社製
型番ＸＥＬ
乗車定員 １人乗り(操縦者含む)
エンジンMZ202
空の重量 314ポンド 142キロ
マックス・グロス（240 LBパイロット） 610ポンド 275キロ
フロート標準
マックスエアスピード 70 MPH 112 KPH
巡航速度 62.5 MPH 100.6 KPH
メインローター 540 RPM 
テイルローター2500 RPM
上昇率（EST） 900 FT / MIN 275 M / MIN
燃料容量 5 GAL 18 L
燃料燃焼（EST（東部基準時） 5 GAL / HR 45 L / HR
飛行時間 1時間

サイトテック株式会社

RASEN2S275M1(移動距離向け)
XEL

XELは、FAAコードのパート103に基づいて、米国で超軽量動力機として認定されています。
MZ202エンジンを搭載し、フロートを装備したこの航空機の重量は312ポンド（142キログラム）
です。

最大離陸重量 275kg

最大積載荷重 133kg

最大飛行時間 60分



サイトテック株式会社

モスキート社ヘリコプターオプション

Drone Helicopter Option



サイトテック株式会社

Mosquito-XE USA製(１人乗り実機ヘリの紹介)

https://www.youtube.com/watch?v=W6OBA-XDOPs



サイトテック株式会社

RASEN2S622R2(移動距離向け)
R22 BETAⅡ
1973年にフランク・ロビンソン（英語版）によって設立されたロビンソン・ヘリコプター社が開発した、複座ヘリコ
プターである。量産開始は1979年。取得費用と維持費用が廉価であるため、ヘリコプターのなかでも世界中で
ベストセラーであり、4,000機以上が販売されている。価格は約27万ドル、中古機ならば4万ドル程度で入手で
きる。単発のレシプロエンジン機であり、エンジンは胴体後部にある。メインローターは2翅のセミリジット・シー
ソー方式で、胴体上方に突き出して設置されている。
多くは民間機であるが、一部軍隊や警察が運用する機体もある。

■仕 様
機体ロビン社製
型番Ｒ２２ BETAⅡ
乗車定員 ２人乗り(操縦者含む)
超過禁止速度(密度高度3000fまで)：102kt(188.9km/h)

最大航続速度：83kt(153.7km/h)

搭載エンジン：レシプロエンジン
ライカミング O-360もしくはO-320またはbei Beta II A2BまたはA2C 4気
筒124馬力（93キロワット）
仕様:4気筒、水平対向、オーバー・ヘッド・バルブ、空冷、気化器式、
ウェット・サンプ式潤滑方式
航続距離：592km

最大運用密度高度：14,000f(4,267m)

最大積載燃料(ブラダー無タンク)：116リットル(使用可112リットル)

最大積載燃料(ブラダータンク)：106リットル(使用可100リットル)

最小全備重量：920Ib(417Kg)

最大全備重量：1370Ib(622Kg)

全長：8.75m 胴体全長:6.30m 胴体幅:1.12m

高さ：2.71m

回転翼直径：7.68m

最大離陸重量 622kg

最大積載荷重 109kg

最大飛行時間 230分
最大飛行距離 592km

https://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-360
https://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-320


■仕 様
機体ロビン社製
型番Ｒ４４
乗車定員 ４人乗り(操縦者含む)
全高：3.3m

胴体長：9.0m 全高:3.31m 胴体全幅1.28m

主ローター直径：10.1m

自重：658kg

ペイロード：408kg 離陸最大重量:1134kg

エンジン：ライカミングIO-540-AE1A5 

6気筒水平対向 レシプロエンジン 245hp

燃料タンク:190リットル 燃費消費量 56リットル/h

乗員：1または2名 乗客：乗員含め4名
最大速度：240km/h 巡航速度：200km/h

最大高度:4,270m

航続時間:200M 航続距離：644km

サイトテック株式会社

RASEN2S1134R4(移動距離向け)
R44Ⅱ
ロビンソン・ヘリコプターはロビンソン R22の開発・製造で成功を収めていた。R44は、その成功を受けて、拡
大型として開発された機体である。機体のおおまかなレイアウトはR22を継承しているが、新設計の機体であ
り、キャビンもR22の複座から4人乗りに拡大されている。主ローターは2翅で、セミリジッド方式のハブを持つ。
尾部ローターも2翅で、安定板の左側に付けられている。1986年より開発が開始され、1990年3月31日に初
飛行した。1992年12月にFAAの型式証明を取得し、1993年1月から引渡しが開始されている。当初より販売
成績は好調で、2011年時点で5,300機以上が生産されている。
初期型にはアストロ(Astro)との愛称が付けられ、2000年からは操縦装置に油圧補助が付いたレイブン
(Raven)が開発された。2002年からはエンジンやローターが改良されたレイブンIIとなっている。

最大離陸重量 1134kg

最大積載荷重 408kg

最大飛行時間 200分
最大飛行距離 644km

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3_R22


サイトテック株式会社

RASEN2S1225R5(移動距離向け)
R66
ロビンソン・ヘリコプターが開発したR22及びR44に続くヘリコプターであり、シリーズとしてこれまでのレシプロ
エンジンと異なり、初めてターボシャフトエンジンを搭載した機体である。一見するとR44と大きな差は無いが、
キャビンは5人乗りと拡大され、貨物スペースも有している。ローターシステムなどは基本的に他のロビンソン
機と同様で、ロールス・ロイス製のターボシャフトエンジンは胴体後部に取り付けられている。このRR300エン
ジンは、R66で初めて採用された。

■仕 様
機体ロビン社製
型番Ｒ６６
乗車定員 ５人乗り(操縦者含む)
全高：3.48m

全長：11.66 m

ローター直径：10.06 m

自重：581 kg

エンジン：ロールス・ロイス RR300

ターボシャフトエンジン（300軸馬力）
最大速度：259 km/h

航続距離：601 km

最大離陸重量 1225kg

最大積載荷重 420kg

最大飛行時間 230分
最大飛行距離 601km

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9_RR300


サイトテック株式会社

RASEN2S9000R5(移動距離向け)



サイトテック株式会社

Robinson-R66 USA製(５人乗り実機ヘリの紹介)

https://www.youtube.com/watch?v=s4RiKo7d__g



サイトテック株式会社

実機ヘリコプターの無人機改良キット

Drone Helicopter Control System



サイトテック株式会社

Mosquito-XE USA製(無人飛行用に改良)

https://www.youtube.com/watch?v=27X-vm779XU

自律飛行による飛行



サイトテック株式会社

創
創造性シリーズ

創造性を高めたドローンをテーマとしたアニメや映画、イベントで使える機体です。

SOU



サイトテック株式会社

実際の点検風景
ドローン&二輪車 ・・・

● 車輪をプロペラガード及びス
キッドとしたドローンは壁面との距
離を一定とした特性を活かし点検
調査に適しています。



サイトテック株式会社

● 電気自動車のキャビン部分をドローンと連結フライトできればエアバスとなる。

電気自動車

エアバス

ドローン&電気自動車 ・・・



● バルーンの内部にドローンを組込み
４ヶ所の気流の通り穴をあけた構造。
更にバルーンの内部にはヘリウムガス
が充填されており全体の質量をカバー
しています。
今までになかったバルーンのコント
ロール、前進、後退、上昇、下降、旋回
をドローンの特性を使って可能としまし
た。

ドローン&バルーン ・・・



・パトロール用人型ドローン、充電時には自動でステーションに戻り充電する。
・地上では二足歩行をし必要に応じて手足を広げればムササビ同様空を舞う。
・手首足首にはフライト用モーターが装備され、折ペラが収納されている。
・右目は可視カメラ、左目は赤外線カメラが埋め込まれている。
・口は50W相当のスピーカが埋め込まれている。
・耳には超高感度マイクが埋め込まれている。
・額と胸には5,000ルーメンのLEDが装備されている。

ドローン&二足走行ロボット ・・・

日中は二足走行で夜間は上空による警備を行う



ドローン&ボート ・・・

●沿岸部にある桟橋の下に無人の遠隔操作

ボートを航行させて、桟橋下面の劣化や変状
を調査診断するシステムを開発しました。ボー
トに搭載したカメラで状況を撮影し、画像を３次
元（３Ｄ）モデルで視覚化。ひび割れや剥離な
ど欠陥位置の正確な把握や劣化度の自動診
断が可能だ。無線式ＬＡＮボートは、全長２・２
メートル、幅１・１メートル、高さ０・６５メートル、
重量５５キロ。１回の充電で約２時間の稼働が
可能だ。内閣府総合科学技術・イノベーション
会議の「ＳＩＰインフラ維持管理・更新・マネジメ
ント技術」（１４年１２月～１７年３月）の採択案
件として開発しました。



●コンセプトとしてこの創作ドローンは木と土を
素材にデザインは意外性から面白さを取り入れ
た・・・縄文遺跡から発掘された得体のしれない
塊を修復して見るとそれは縄文時代にすでに飛ん
でいたドローンだった。しかも、機体の遺物から
は火星の鉱石らしきものが付着しており、当時は
火星と地球を自由に行き来していたことがわかっ
た。

ドローン&縄文時代 ・・・



サイトテック株式会社


