
※赤字は今回新たに入会された会員様になります。

法人・団体名 都道府県 ドローンに関する取組

有限会社青い森物産 青森県 農薬散布受託

株式会社アグリー 三重県

株式会社天草よかもん 熊本県 肥料散布/農薬散布/受託作業

いとうふぁみりーふぁーむ株式会社 鹿児島県

エイ・ホウ　有限会社 兵庫県 肥料散布/農薬散布

農事組合法人おおが 岐阜県 水稲中心、ドローン購入予定、農薬散布/直播

合同会社オーガニクル 岐阜県

株式会社岡本農園 千葉県 農薬・緑肥散布

有限会社かごしま有機生産組合 鹿児島県 今後、鳥獣被害対策に取り組む

株式会社倉科農園 長野県

キートスファーム株式会社 岩手県 Ｔ30講習会受講中

株式会社GRHCSIF 山形県 農業用ドローン

株式会社鹿深サービス 滋賀県 農薬散布・肥料散布・センシング・獣害監視

有限会社 小林農場 北海道

株式会社讃岐の田んぼ 香川県 農薬肥料散布/病害虫検出

JAL agriport株式会社 千葉県

有限会社タカハマ緑幸 熊本県 農薬散布・資材運搬・人命救助・土砂流出防止・草生栽培・蜜蜂

一般社団法人日本草地畜産種子協会 東京都 ライグラス種子散布

株式会社博農 兵庫県 肥料散布

株式会社 早和果樹園 和歌山県 急傾斜地の園地の見回りに活用

株式会社ファーム木精 島根県

農事組合法人樽見内営農組合 秋田県

芳泉農園株式会社 宮城県

株式会社まいすたぁ 山形県 農業法人：農薬散布、肥料散布、撮影

農業生産法人（株）ミヤモトオレンジガーデン 愛媛県 農薬液肥散布、空撮、生育調査、農薬散布請負、果樹・柑橘

株式会社もち米 北海道

LAND合同会社 山口県 農地空撮調査

農事組合法人結乃村農楽団 福島県 農薬・肥料等散布、有害鳥獣対策、写真・動画撮影等

（株）ゆうゆう農園 茨城県 農業法人　薬剤散布　肥料散布

株式会社 和郷 千葉県 農薬散布/自律飛行の教育カリキュラム開発/ドローン用農薬開発

全国農業協同組合連合会 東京都 機体の供給およびオペレータ育成

音更町農業協同組合 北海道

大阪北部農業協同組合 大阪府 農薬散布

上高場営農組合 福岡県 営農組合：共同防除作業

新函館農業協同組合 北海道

中標津町農業協同組合 北海道

南彩農業協同組合 埼玉県

三島函南農業協同組合 静岡県 農薬散布

レーク大津農業協同組合 滋賀県 受託散布作業：水稲（播種・防除）・麦・大豆・野菜各防除・空撮

広島中央農業協同組合 広島県 播種

香川県農業協同組合 香川県 ドローン販売

株式会社アイテム 大阪府 ドローンスクール/機体販売/農薬・肥料散布/センシング

株式会社アイテム 佐賀県 農業ドローン販売、スクール、整備、散布代行

株式会社アークステーション 神奈川県 農業用ドローンメーカー代理店/販売/サポート

株式会社アーバンエコリサーチ 千葉県 ドローン画像サービス、解析等による１次産業支援

アールティービー 北海道 空撮、ドローンパイロット支援、ドローン講師派遣

株式会社アイトリート 福岡県 福岡初屋内ドローンスクールを2校運営 空撮/農薬散布/輸送

アグリ　コ・クリエーション 新潟県 種子肥料農薬等の散布、リモートセイシング、空撮、建造物点検

株式会社アグリドローンサービス 宮崎県 農薬散布代行

株式会社　阿部農機店 山形県 ドローン教習

天草Ｆ・group466 熊本県 農薬散布の受託

有限会社アミーズ 愛知県 センシング/農薬散布代行

農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会会員名簿

＜ご利用にあたって＞
※１　本協議会は、農業分野におけるドローンの利用拡大に向けて官民が連携して様々な取組を推進することを趣旨・目的としてお
り、この趣旨・目的に賛同される全ての農業者・民間事業者等の方々が会員として入会いただけるものです。
※２　本会員の業務・活動等に関して、当協議会事務局が認可、推薦等を行っているものではありません。

法人・団体305会員　個人189会員　　　　　        　　　　　　                      令和5年4月28日現在

農業法人

農業協同組合

ドローンメーカー・サービス事業者



株式会社アルサ 福島県 ドローンスクール運営・散布業務・機体販売・点検・調査

株式会社アルサ埼玉 埼玉県 空撮・空中散布・生育調査・育成調査

アルティマトラスト株式会社 神奈川県 発着インフラ、散布ドローン

有限会社石川鉄造種苗店 静岡県 種苗店：ドローンサービス　センシング

株式会社ヰセキ九州 熊本県 農業用マルチローター販売/サービス/講習

株式会社 ＥＭＡ 千葉県 ドローンスクール:ドローン事業

イームズロボティクス株式会社 福島県 量産型ドローン開発・生産、各種ソリューションの提供、運用講習

稲穂株式会社 三重県 伊勢志摩ドローンスクール運営

岩木山ラジコン空港株式会社 青森県 ドローンスクール管理団体　ドローン設計、開発、製造

岩手産業用マルチローター整備所　真柴商会 岩手県 産業用ドローンスクール運営　機体販売　散布、空撮、測量請負

株式会社　イン・トラスト 愛媛県 空撮　農薬散布事業

株式会社ウィステリア 愛媛県 ドローン教習所（松山・岡山・坂出）

株式会社エアリアルワークス 鹿児島県 DJI代理店/散布サービス/ドローン測量/動画制作

株式会社ＡＩＲロボ 岐阜県 ドローンの開発・製造/ドローンスクール（国土交通省ＨＰ掲載）

株式会社ACSL 東京都 ドローンメーカー

株式会社エス・ティー・ワールド 和歌山県 空中・水中ドローンスクールを運営

SHV株式会社 滋賀県 農薬＆肥料散布代行及び空撮を含む動画制作

ＮＮＧＩＳトータルサポート株式会社 東京都 マルチスペクトルカメラの販売とGISコンサルティング

XAG JAPAN株式会社 兵庫県 ドローンメーカー

NECフィールディング株式会社 東京都 サービス業者：ドローン教習校/センシング代行 etc.

株式会社NTT e-Drone Technology 埼玉県 農業用ドローン開発、農薬散布代行、リモートセンシング代行

FJコーポレーションＬＬＤ 大阪府 農薬散布/ＡＩ農業（スマート農業）展開など

株式会社えむ 京都府 空撮・農薬・肥料散布代行

有限会社ＭＢＰＪＡＰＡＮ 埼玉県 農業・空撮・飛行・整備講習と、必要とされる機体の開発販売

MR株式会社 福岡県 散布・撮影

有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 石川県 ドローンスクール、農薬散布請負、販売・整備

株式会社エレパ 高知県 販売/レンタル/講習開催/センシング代行

株式会社エンルート 埼玉県 ドローンメーカー

株式会社オーシャンテック 山口県 農業ドローン教習、機体販売、修理、空中散布、空撮、点検調査等

株式会社All Dash Restaurant Systems 石川県 農薬散布請負

株式会社オプティム 東京都 AI病害検知/農薬・肥料散布/センシング/パイロットマッチ

株式会社九州エアロサービス 佐賀県 DJI/クボタ農業ドローン教習・販売・整備

特定非営利活動法人かみああと 愛知県 福祉事業所：農福連携よりドローンサービス実施

上三川アグリサービス 栃木県 農薬散布、肥料散布請負

九三エンジニアリング株式会社 佐賀県 農薬散布、ドローン教習所、外壁高所設備調査、空撮

株式会社クボタ 大阪府 散布用ドローンの販売、サービス

合同会社GREENSTAGE 福井県 農薬散布専門ドローンスクール、農薬散布請負

グリーンテック株式会社 熊本県 農業用ドローンの教習/販売/請負散布/リモートセンシング

株式会社グリンラボ 岐阜県 農薬散布・防除・ドローンスクール

株式会社グローバルリング 長野県 農薬散布請負、ドローンスクール、ドローン販売

株式会社クロノス 千葉県 薬剤散布用ドローン開発/生産/販売/請負散布事業

高栄興業株式会社 宮崎県 農薬散布代行、農業用ドローン販売、メンテナンス

株式会社　幸南アグリサポート 鹿児島県 djiクボタ販売代理店,農薬散布代行

有限会社悟空 佐賀県 農薬肥料散布　ドローン整備　販売　スクール

国際航業株式会社 東京都 農業水利施設ストックマネジメント/点検・診断技術の開発と普及

株式会社コヤワタオフィス 神奈川県 請負散布/MG-1販売　※MG-1教習・整備事業を開始予定

株式会社栄組 岩手県 測量/調査/農業支援/空撮/施工管理

サイポート株式会社 愛知県 センシング代行、鳥獣害対策として、ドローンによる検知と追払い

株式会社SUNNY BIRD 長野県 空撮、農薬散布

株式会社360度 山形県 農薬散布ドローンの販売/講習/導入支援

CHC株式会社 栃木県 農薬散布、肥料散布、センシング代行

株式会社ＣＳＯＮ 愛知県 UTC農業ドローンオペレーター教習実施、農薬防除請負・販売

シガ環境メンテナンス株式会社 福島県 スクール、農薬散布請負業務、リモートセンシング、撮影、販売

島原雲仙ドローンスクール 長崎県 JUIDAスクール/農薬散布スクール/UAV測量/空撮

株式会社ジーウイング 茨城県 ドローン製造、ドローン運用、ロボット研究

ジャパンアグリサービス株式会社 栃木県 ドローン販売/整備/ライセンス講習

JUIDA山口ドローンスクール 山口県 山口産業ドローン協会理事：DJI特約販売店/農薬散布関係

株式会社SWIFT 島根県 農薬散布スクール/ドローン販売/農薬委託散布

株式会社末広システム 東京都 みちびき+AI+ドローンのシステム開発、及び発明の提供

スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 滋賀県 サービス事業者：農薬散布

株式会社スカイグラフィック 福岡県 福岡を中心にドローンスクールや、農業ドローンを得意とした企業

株式会社スカイシーカー 東京都 レンタル/機体販売/操縦者育成プログラム/鳥獣生息調査

スカイベアー合同会社 熊本県 農薬散布/追肥/リモートセンシング/新薬の試験散布等

ドローンメーカー・サービス事業者



株式会社スカイマティクス 東京都 リモートセンシングサービス全般に係る企画/開発/販売

株式会社スカイロボット 東京都 ドローン販売・講習・メンテナンス、散布代行サービス

SpiralTech株式会社 長野県 農薬散布ドローンの開発・製造・販売

株式会社スリー・エス 神奈川県 農薬散布ドローンの製造および販売

3DSurveyplus 合同会社 滋賀県 農薬散布・リモートセンシング。空中写真、レーザー測量

有限会社セイワ 山形県 ドローン制作、修理、保守点検、飛行講習

株式会社セキド 東京都 機体販売代理店

有限会社創造社 石川県 農業用ドローン教習/販売/整備空撮/調査

相馬商事株式会社 長野県 ドローン販売、整備、教習

そら彩プランニング合同会社 和歌山県 農薬散布、撮影、生育観察

株式会社　空むすび 宮城県 農業ドローン（DJI）の販売、メンテナンス、講習

合同会社ソラモ 静岡県 防除、肥料散布、圃場センシング及び可変施肥の代行等

大信産業株式会社 広島県 農薬散布用ドローン販売、教習、整備事業

株式会社高岡屋 滋賀県 機体販売・メンテナンス/ドローンスクール/請負散布

有限会社タカハマ緑幸 熊本県 農業林業用ドローン販売・認定整備士工場・国土交通省認定教習所

株式会社Task 埼玉県 ドローン製造販売、ドローン運行サービス、教習事業

株式会社タスクル 熊本県 ドローンサービス事業者：農薬・肥料散布代行、測量

株式会社地域商社とっとり 鳥取県 農薬散布の受託/実演

株式会社TMR 福島県 販売/レンタル/メンテナンス/プログラミング教育

TEAD株式会社 群馬県 ドローン開発企画メーカー：農薬散布ドローン、除草剤散布ボート

株式会社中心 岡山県 ドローン一般・ドローンによる空中散布

株式会社中電工 広島県 AIセンシング技術を活用したドローンサービスの提供

株式会社ツアーバンクシステム 沖縄県 農薬散布、空撮、各種点検、測量、リモートセンシング

つるたろうホールディングス 大阪府

DAC株式会社 茨城県 JDCドローンスクール/各事業（散布・空撮・点検・災害即応）

株式会社DSA 愛知県 東海3県で初めてのドローンスクール、総務省消防庁と災害協定締

DJI JAPAN 株式会社 東京都 ドローンメーカー

株式会社TDS 岐阜県 ドローンメーカー/開発/製造/販売/サポート/講習/農薬散布

株式会社東栄 北海道 機体販売/ライセンススクール開催/委託散布　

株式会社東海近畿クボタ 兵庫県 販売/サービス/教習施設

株式会社 Tokyo Robot Technology 東京都 薬剤散布代行/調査/点検/測量/空撮

株式会社東総コンピューターシステム 千葉県 JUIDA認定銚子ドローンスクール

有限会社ＴＮＥ 鳥取県 空中散布/空撮

特定非営利活動法人　ドッグイヤー 三重県 散布事業　点検事業　

株式会社都市ネット 東京都 農薬散布/鳥害対策/ドローンアカデミー

友洋 広島県 農薬散布等

合同会社トラストインテグレータ 山口県 サービス業者：農薬散布代行・播種散布代行・除草剤散布代行

合同会社Trygger delivery 大阪府 農薬散布、肥料散布

トリプル・ウィン・コミュニケーション株式会社 鳥取県 ドローン管理団体/農業用ドローン販売代理店/農薬散布事業

株式会社トレックスエッジ 東京都 "農業経営支援アプリAgrion"とドローンの連携を実証中

一般社団ＤｒｏｎｅＡＩ技術研究機構 兵庫県 Ｄｒｏｎｅ及び利活用の研究開発/セミナー/講演/ＤＡＣ大会

一般社団法人国際ドローン協会 東京都 農薬・肥料散布

一般社団法人日本ドローン協議会 東京都 ドローンライセンス取得教習開設、新潟津南町100万坪の敷地内

株式会社ちきゅうきぼ 兵庫県 事業内容：請負散布、スクール、販売、メンテナンス

ドローン検定協会株式会社 佐賀県 無人航空従事者試験(ドローン検定)の実施・ドローン教習所管理

ドローンスクールジャパン滋賀草津校 滋賀県 農業コースを含む、ドローンスクールを運営

ドローンパワーテクノロジーズ株式会社 東京都 産業用ドローンの研究、開発、サービス及びサービス網構築等

ドローン免許センター 大阪府 サービス事業、農薬散布他

ドローンワークス株式会社 千葉県 国産フライトコントローラの開発/クラウドサービスの開発

株式会社DroneWorkSystem 福島県 薬剤散布機及び搬送用大型機製造販売/リモートセンシング

南榮工業株式会社(ジャパンドローンセンター) 宮崎県 DJI 農業ドローン 正規販売代理店/認定教習施設/整備事業

株式会社ナイルワークス 東京都 農業用ドローンの開発、並びに農業DX・生育アドバイザー事業

西日本グリーン販売株式会社 和歌山県 農薬散布/肥料散布/リモートセンシング

株式会社日本環境テクノ 佐賀県 ドローン教習/産業用マルチローター販売/教習/DJI特約販売

日本ディーアールシステム株式会社 愛媛県 ドローン教習、機体販売、試験散布

一般社団法人日本ドローンビジネスサポート協会 岡山県 ドローンのビジネス活用支援/資格検定/事業所認定

一般社団法人日本の農村を元気にする会 高知県 スマート農機シェアリング調整アプリの開発

日本BCP株式会社 東京都 サービス事業：センシング代行、写真

一般社団法人日本野生環境ドローン協会 東京都 有害鳥獣の駆除支援、インフラ点検、ドローンスクール運営

NINJA WORKS 滋賀県 ドローンによる散布実績、滋賀県下最大！！パイロット15名在籍

株式会社パスコ 東京都 農地利用状況調査/農業用施設定期点検/測量/災害状況調査

バニラファクトリー株式会社 山形県 農薬散布ドローン販売/教習/修理

有限会社美瑛農産 北海道 肥料/農薬/種籾/散布/リモートセンシング

ドローンメーカー・サービス事業者



株式会社ピットモータースジャパン 茨城県 スクール：MG-1教習校　その他業務：農薬散布/センシング

株式会社フィールドコム 兵庫県 多面的機能支払の農地現況確認、9000ha×実績4年

フィールドワーク株式会社 神奈川県 農業コンサルタント：農業リモートセンシング研修事業

福田農機株式会社 岡山県 産業用ドローン・空撮機の販売/教習/整備事業施設を運営

株式会社FLIGHTS 東京都 農薬散布ドローン製造販売/センシング等

株式会社FlightPILOT 長崎県 農薬・肥料散布、スクール、販売、メンテナンス、開発事業

PrimeDigital株式会社 東京都 急速充電ができ、飛行距離も長いドローン用バッテリーの提供

PROGRESS 大分県 農薬請負散布

ブルーイノベーション株式会社 東京都 法人向けサービス事業、ドローンパイロット支援事業

ブルーカラー（株） 山口県 ドローンサービス事業者:農薬散布等

株式会社プログレス 新潟県 ドローン教習、空撮、調査、３D画像作成

株式会社ブロードリンク 東京都 ビル・マンション等建物外壁調査/鳥獣生息調査/３D画像測量等

株式会社プロダクションナップ 長崎県 散布/センシング/AI解析/スクール/機体販売/活用コンサル

ベイシス株式会社 東京都 外壁点検/鉄塔点検/太陽光パネル点検/通信用鉄塔の見通し撮影

へいせい義塾館高等学院 岐阜県 通信制高校とドローンコースのWスクール

北方空撮 北海道 空撮、リモートセンシングサービス、リモートセンシング機体販売

株式会社ホバリング 静岡県 農業リモートセンシング、ドローン講習、機体販売

株式会社堀尾デンキ 京都府 農薬や肥料の散布

株式会社マゼックス 大阪府 農業用農薬散布・林業用・設備業用ドローンの製造販売

株式会社真庭運創研 岡山県 超獣害対策、森林測量、カワウ対策、果樹園での葉裏への農薬散布

マルチコプターフライトスクールDRONE PEAK 岩手県 スクール/機体販売/リモートセンシング/獣害調査

三笠産業株式会社 山口県 ドローン販売/教習/メンテナンス

三根自動車 佐賀県 DJI社ドローン販売、メンテナンス、ライセンススクール、散布

株式会社未来図 和歌山県 XAIRCRAFTドローン販売/スクール/散布請負

株式会社Med-Bridge 滋賀県 農薬＆肥料散布代行及び空撮を含む動画制作

リベルダージ合同会社 大阪府 ドローンスクール、農業散布ドローン販売、自動飛行管制システム

株式会社矢野商店 徳島県 ドローン販売・修理・レンタル・講習会開催

株式会社WorldLink&Company 京都府

山猿 山口県 農業用ドローン講習、農業用ドローン販売、農薬散布、センシング

株式会社 山進 千葉県 産業用マルチローター販売/教習/請負防除

株式会社　山正 岐阜県 機体販売/メンテナンス/散布事業等の請負

ヤマハ発動機株式会社 静岡県 機体・散布装置の製造販売/資格教習/UAVソリューション展開

ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 大阪府 農業用ドローン販売

合名会社ユフプロ 大分県 農薬散布インストラクター

株式会社よろぎ野.菜 茨城県 センシング代行/ドローン研修/PV制作

（有）RaveProject 北海道 ドローンスクール

株式会社レノアス 大阪府 ドローンによる建物の損害調査

株式会社WorldLink&Company 京都府 ドローン周辺機器の販売業/保守・メンテナンス業/空撮・検査

渡辺農園 新潟県 農薬・肥料散布/（株）セキドと一緒にドローン資格講習

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都 ドローン保険の販売

アイアグリ株式会社 茨城県 農業資材販売業者：ドローン販売/センシング/農薬散布等の業務

アヴァント株式会社 東京都 農業におけるドローン利活用コンサルティング

Avintonジャパン株式会社 神奈川県 AI活用収穫予測と畑の最適化、ドローン画像含む画像解析が得意

一般社団法人アジア総合研究所 東京都 ドローンメーカーのコンサルティング

合同会社甲斐けもの社中 山梨県 鳥獣被害対策、生息状況調査、スマート農業支援

エアロエントリー株式会社 東京都 ドローン保険代理店

有限会社エスエフコンサルティング 神奈川県 ドローン活用コンサルティング

合同会社エナジー・ベース 徳島県 種蒔・除草・作物生育状況確認

株式会社NPシステム開発 愛媛県

株式会社エリア 福岡県 株式会社エリア　ドローン散布事業部

片倉コープアグリ株式会社 東京都 無人航空機での散布に適した肥料を製造・販売

株式会社喜多猿八 香川県 ドローン農薬散布請負、ドローン教習所、生産資材販売、環境衛生

合同会社北大雪ファーム 北海道

K合同会社 東京都 ドローン操縦者向けのインターネットサービスを構築しております

共栄火災海上保険株式会社 東京都 ドローン保険の販売

行政書士アップル経営コンサル事務所 青森県 補助金による導入支援･申請代行/法務支援/飛行許可申請代行

行政書士桂和幸事務所 岐阜県 ドローン許認可申請代行業務、ドローン活用のコンサルティング

行政書士ながい事務所 新潟県 ドローン許可承認申請代行、補助金による導入支援申請代行

行政書士本池法務事務所 神奈川県 農業用ドローン普及に向けたメーカ様とユーザー様へのご支援

NPO法人　群馬ラジオコントロールスポーツ振興協会 群馬県

五右衛門株式会社 神奈川県 ドローン販売

SAgri株式会社 兵庫県

ドローンメーカー・サービス事業者

その他民間事業者



株式会社サイチ 愛知県

株式会社栄組 岩手県 農薬散布/肥料散布/センシング

株式会社サタケ 広島県 水稲の生育診断機器及び米の品質検査機器の製造販売

澤藤電機株式会社 群馬県 ドローン用部品製造

三信電気株式会社 東京都

有限会社サンスペースアメニティ 山梨県

株式会社シーエフ 宮城県 農薬散布請負、空撮

一般社団法人静岡県プロフェッショナルコンサルティング支援機構静岡県 農業支援コルサルティング、ICT活用・ドローン活用

昭光通商アグリ株式会社 東京都 無人航空機での散布に適した肥料を開発・製造・販売

シンジェンタジャパン株式会社 東京都 農業ドローンに適した農薬散布技術の開発ならびに製剤の開発

ＪＡ三井リース株式会社 東京都 リースを活用したドローン導入サポート等（共同利用にも対応）

すぎな行政書士事務所 東京都 ドローンの法規制の解説「ドローンの規制内容と許可基準」

スマイルプロジェクト 岐阜県 ドローン導入・活用支援

スマートアグリコンサルタンツ合同会社 東京都 スマート農業提案においてドローン活用

住友商事株式会社 東京都 ナイルワークス社と資本提携/ドローン等による農業サービス提供

蒼天行政書士事務所 福岡県 無人航空機飛行許可承認代理申請

株式会社ソード 神奈川県 地図とドローンの組み合わせを検討中

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都 ドローン保険の販売/当社関連会社によるドローン活用コンサル

ダイワ通信株式会社 石川県

デジタル・マーケティング・アドバイス 静岡県

東京海上日動火災保険株式会社 東京都 ドローン保険の販売

東洋グリーン株式会社 千葉県

東洋製罐株式会社 神奈川県 ドローンにエアゾール缶を搭載し、能動的な作業機能を付与する

トタルコービオンPLA b.v. 日本連絡事務所 東京都

株式会社ドリームクエスト 岐阜県 住宅定期点検

特定非営利活動法人ドローンエイド 東京都 スマート農業実証

Drone Fund 東京都 ドローンスタートアップ特化型ファンド

一般社団法人日本ドローンスポーツ協会 長崎県

株式会社 日本テクニクス 東京都

パイオニアエコサイエンス株式会社 北海道 肥料散布・農薬散布・圃場の観測

PJP Eye 株式会社 東京都 バッテリー業者

ヒノマル株式会社 熊本県 農薬・肥料・農業資材・農業用ドローンを取り扱う農業商社

本郷司法労務行政知財事務所 熊本県 導入の援助・補助金・法務支援・労務の管理

株式会社マホラ 長崎県 ドローンによる農薬散布

丸正株式会社 大阪府 ドローン用蓄電池の製造、販売

株式会社丸山製作所 千葉県 ドローンメーカーとの農薬散布用ドローン共同開発

丸和バイオケミカル株式会社 東京都 ドローン散布に適した農薬の製品開発

一般社団法人宮崎県農業法人経営者協会 宮崎県 情報収集伝達

穂足農園合同会社 山梨県

三井住友海上火災保険株式会社 東京都 ドローン保険の販売

株式会社明光社 宮崎県 ドローンスクール明光社運営/UTC農業ドローン協議会会員

Meiji Seika ファルマ株式会社 東京都 農業用ドローンに適した農薬の製品、製剤及び散布技術の開発

株式会社モリテックス 埼玉県 光学レンズメーカー：センシング用光学レンズの開発

有限会社守山新聞センター 滋賀県 ドローンを活用したスマート農業に関するサービス全般を準備中

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 茨城県 安全システムの開発/ドローン性能評価試験法開発など

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 茨城県

一般社団法人大隅地域活性化機構 鹿児島県 新規アグリビジネス創出/スマート農業支援

公益社団法人尾鈴農業公社 宮崎県 農薬散布/センシングを検討中

スマート農業共同体 北海道 関係事業者によるコンソーシアム

公益社団法人全国農業共済協会 東京都

全国農薬協同組合 東京都

一般社団法人全国肥料商連合会 東京都

全国複合肥料工業会 東京都

ダウ・アグロサイエンス日本 富山県 農薬メーカー：適用できる農薬の開発・販売

一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 千葉県 イベントの実施、制度設計、安全推進、スクール講習団体運営

一般社団法人日本ドローンPROパイロット協会 北海道

一般社団法人日本農業情報システム協会 東京都 スマート農業提案におけるドローン利用

公益社団法人日本農業法人協会 東京都

日本肥料アンモニア協会 東京都

一般社団法人日本UAS産業振興協議会 東京都 ガイドライン整備/操縦者教育/飛行場運営/国際標準化推進など

農薬工業会 東京都

その他民間事業者

関係団体・その他

大学・研究機関



一般社団法人農林水産航空協会 東京都 空中散布による病害虫防除等の安全かつ効率的な推進

一般社団法人はーとプロジェクト 愛知県 福祉事業所：農福連携よりドローン導入を検討

一般社団法人無人航空機操縦士養成協会 大阪府 管理団体として講習団体とともにドローン操縦士教育を実施

一般社団法人もりや循環型農食健協議会 茨城県 （農業系の地域団体）農業系ドローンの実証導入

地方公共団体11会員

北海道庁 北海道 ドローンによる安全な航空防除の推進等

和歌山県 和歌山県 県内への農業用ドローンの普及

福岡県 農林業総合試験場 福岡県 農林業に関する試験研究への活用

大分県 大分県 農業用ドローン・ソリューションの開発・普及支援

帯広市農政部農政課 北海道 　

更別村 北海道 農薬散布/肥料散布/センシング/殺鼠剤散布等の実証

美唄市 北海道 小麦のマガン食害抑制

音更町 北海道

新潟市 新潟県 実証実験（センシング/肥料散布等）

新城市 愛知県

豊川市 愛知県 実証実験（農薬・肥料散布、センシング）

政府

市町村

農林水産省農産局長

関係団体・その他

国土交通省航空局安全部航空機安全課

農林水産省消費・安全局植物防疫課長

都道府県

政府

内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補（内政担当）付）

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課

経済産業省製造産業局産業機械課

国土交通省航空局安全部運航安全課

農林水産省大臣官房政策課長

農林水産農産局技術普及課長


