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株式会社スカイマティクス

ドローン測量クラウドサービス「くみき」

月に締結いたしました

「くみき」は、ドローンで撮影した連続写真データをクラウドにアップロードするだけで、短時間か

つ自動的に 3D データを生成し、ユーザーへ提供することができるクラウドサービスです。作成する成

果物はオルソ画像、DS

度、距離、面積、体積、

「くみき」は安価な

ことで、多くのドローンユーザーが気軽に使って本格的な

これまでリリースした

みき」により、全国 300

新たな民間企業への展開

当社と株式会社スカイマティクスは、「くみき」の展開だけでなく、

を活用した新たなソリューションサービスの創出に向けた取り組み

 

株式会社スカイマティクス

ドローンで撮影した画像を

株式会社リサーチアンドソリューション（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：美濃部

株式会社スカイマティクス（本社：

クラウドサービス「くみき」

締結いたしました。 

ドローンで撮影した連続写真データをクラウドにアップロードするだけで、短時間か
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株式会社スカイマティクス

ドローンで撮影した画像を 3D 化する

株式会社リサーチアンドソリューション（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：美濃部

（本社：東京都、代表取締役

クラウドサービス「くみき」
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株式会社スカイマティクスと業務提携

クラウドサービス「くみき」

株式会社リサーチアンドソリューション（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：美濃部

COO：渡邉

及び関連サービスの販売に関する販売代理店契約を
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■「くみき」サービス概要

商 品

発 売

対象ドローン：

対象デバイス：パソコン、タブレット等

利 用 方

①会員登録を行い、付与された

②ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

③自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを

URL:http://smx

 

 

 

■「くみき」サービス概要

商 品 名： くみき

発 売 日： 2017

対象ドローン：DJI ファントム・マビック・その他当社推奨機等

対象デバイス：パソコン、タブレット等

利 用 方 法：  

会員登録を行い、付与された

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを

http://smx-kumiki.com/

■「くみき」サービス概要 

くみき 

2017 年 12 月 18

ファントム・マビック・その他当社推奨機等

対象デバイス：パソコン、タブレット等

会員登録を行い、付与された ID

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを

kumiki.com/ 

18 日 

ファントム・マビック・その他当社推奨機等

対象デバイス：パソコン、タブレット等  

ID を用いて専用サイトへログイン。

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを
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を用いて専用サイトへログイン。
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自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを

 

© SkymatiX, Inc. All rights reserved.

  

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

株式会社リサーチアンド

TEL: 092

URL:

経営

 

ファントム・マビック・その他当社推奨機等  

を用いて専用サイトへログイン。

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

自動処理された各種データの表示・確認・計測・ダウンロードを Web

© SkymatiX, Inc. All rights reserved.

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

株式会社リサーチアンド

TEL: 092-281

URL:http://www.rands

経営管理本部

 

を用いて専用サイトへログイン。  

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。

Web 上で実施。

 
© SkymatiX, Inc. All rights reserved. 

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

株式会社リサーチアンド

281-5729 FAX: 

http://www.rands-

管理本部 国永 

ドローンで撮影した位置情報等の所定の情報を持った連続写真データをアップロード。  

上で実施。 

＜本資料に関するお問い合わせ先＞

株式会社リサーチアンドソリューション

FAX: 092-281

-co.com/ 

 

＜本資料に関するお問い合わせ先＞  

ソリューション 

281-5744 


