30

SkyDrive Inc.

Address

〒471-0023 SENTAN, Koromo-machi2-1-1, Toyota-shi, Aichi, Japan

Tel

+81-3-3207-2585

Email

info@skydrive.co.jp

Website

https://en-skydrive.amebaownd.com/

Contact Person

Takehiro Sato Business Development
Atsushi Nomura Technical Development

Capability Category

Development, design, manufacturing and sales of UAM/eVTOL
and drones UAM=Urban Air Mobility
eVTOL=electric Vertical Takeoff and Landing aircraft

Business Overview
SkyDrive Inc. is a startup company developing Urban Air Mobility(UAM) in Japan/
"Our Mobility “SkyDrive”is the world’s smallest “Flying Car” running the public street and makes"
door to door moving possible.
We create the age everyone can fly in the sky, utilizing sky just like ground by the transportation
revolution.
Our Milestone:
-December,2018 Outdoor flight test of the unmanned eVTOL (This is the first outdoor flight of eVTOL in Japan)
-Autumn, 2019 Outdoor flight test of the manned eVTOL (Plan)
-Summer, 2020 Flight demonstration in TOKYO (Plan)
-2023 First flying cars on sale to the public

Products・Materials・Part Sizes・Facility & Equipment
1. UAM： the world’s smallest “Flying Car” running the public street
2. Drone： large drones of which payload is over 40kg

Our Strength
■Design Uniqueness：Compact and running air mobility is suitable for island countries
like Japan and small cities.
■Communication with government：We were leading meeting with private companies
and drafted the roadmap of air mobility revolution
for the private-public council in Japan.
■Presence in Japan：We did outdoor flight test of the multi-copter eVTOL for the first
time in Japan.
We are getting a lot of coverage and giving seminars

Needs we can correspond / Business partners we want

Representative

Tomohiro Fukuzawa (President)

Employees

20

Established
Certification

2018
eVTOL outdoor flight test permission

■Battery development, lightweight amplifier development, waterproof measures
■30- 50kw motor development
■SiC inverter development
■Business Developers using our vehicles ■Investors

Office & Plants
Toyota R & D Center
2-1-1 Koromo cho, Toyota City, Aichi Prefecture, Japan
Toyota City Manufacturing Creation Base SENTAN
Tokyo office
Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
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SkyDrive Inc.
株式会社SkyDrive

住所

愛知県豊田市挙母町2-1-1 豊田市ものづくり創造拠点SENTAN

電話番号

03-3207-2585

E メールアドレス

info@skydrive.co.jp

ウェブサイトアドレス

https://www.skydrive.co.jp/

コンタクトパーソン名
所属部署

佐藤剛裕 事業開発マネージャー
野村敦 技術開発部

カテゴリー

UAM/eVTOL、ドローンの開発・製造・販売

企業の特徴・業務概要・行っているモノ作りの概要
株式会社SkyDriveは日本発の空飛ぶクルマを開発しているスタートアップです。
我々の製品である SkyDrive は世界最小の空飛ぶクルマであり、
公道を走行する事でドアtoドアの移動の実現を目指しています。
交通革命によって、誰もが自由に空を飛べる時代を創りだします。
マイルストーン：
-2018年12月 空飛ぶクルマの屋外無人飛行試験(日本初)
-2019年秋期 屋外有人飛行試験(予定)
-2020年夏期 東京でのデモフライト(予定)
-2023年 販売開始

製品情報・取扱材料・対応サイズ・主要設備
1．UAM：公道を走る世界最小の 空飛ぶクルマ
2．ドローン：ペイロード40kg以上の大型ドローン

専門・得意分野・自社の強み
■デザイン特徴：日本等の島国や都市に適したコンパクトサイズ
■政府との連携：国交省、経産省と民間企業のハブとなりロードマップ作成に参加
今後も連携を強化し、官民一体で進めていく
■日本での存在感：日本初の屋外飛行試験を実施し、多くの取材や講演の場を頂いている

どのようなニーズに対応できるか希望する取引企業に関すること 等
■バッテリー開発、軽量アンプ開発、防水対策
■30-50kwモーターの開発
■SiCインバーターの開発
■我々の機体を利用する事業開発者
■投資家
代表者名

福澤知浩

取得認証

eVTOL屋外飛行試験許可

拠点（事業所・工場）
豊田R&Dセンター
愛知県豊田市挙母町2-1-1 豊田市ものづくり創造拠点SENTAN
東京オフィス
東京都新宿区大久保

