
概要

10．水管理システム

● 圃場の水位・水温等を各種センサーで自動測定し、ス
マートフォン等においていつでもどこでも確認が可能

● 給水口等の遠隔操作や、農業者による設定値に基づく
自動制御が可能な製品も存在

● 圃場の見回り作業が大幅に省力化（水管理に要する
時間が80%減少）

● 水位が下がった時や、低温・高温の時は、スマートフォン
に警告が送られ迅速な対応が可能
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●価格帯（目安）

導入のメリット

・初期費用:無料～約75万円
うちセンサー１台あたりの価格:約1万円～約6.5万円

・月額利用料:500円/台～約1万円/台

/㈱インターネットイニシアティブ

㈱セラク
ソフトバンク㈱
ニシム電子工業㈱
ハイパーアグリ㈱
㈱farmo
ベジタリア㈱
㈱ほくつう/積水化学工業㈱

●主なメーカー（本資料に掲
載）㈱AmaterZ
㈱インターネットイニシアティブ
㈱エスイーシー
㈱笑農和
㈱クボタケミックス
上越ICT事業協同組合
㈱ナイルワークス

㈱AmaterZ:
シンプルな水田の水位管理センサー「inamo」

●小型軽量かつ、自己発電により電池不要で耐久性が高くメンテナンス不要な⾧距離無線セン
サネットを開発。水位の異常をスマートフォンで監視可能。水位状況は青・黄・赤三段階でわか
りやすく表示され、見回るべき場所を一目で判別可能。

●水位だけではなく、温度・湿度・明るさ・水温などのデータ取得も可能。

☞連絡先
㈱AmaterZ
TEL:03-6455-6884
info@amaterz.com
https://www.amaterz.com

製品HP

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



44

㈱エスイーシー:WeatherBucket(ウェザーバケット)

☞連絡先
㈱エスイーシー
TEL:0138-23-5433
weather@secnet.co.jp

● 多機能気象観測システム「WeatherBucket(ウェザーバケット)」を展開。コンパク
トかつ一体型の気象観測システムとして、気温・相対湿度・露点温度等を計測可
能。太陽電池により、商用電源は不要。

● 水田の水温管理や日射量測定による水位変動推定が可能であり、水管理にも
活用が可能。

水田管理での例（北海道）
水田のリアルタイムデータ、過去デー
タを、水田・水路の管理に活用。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

☞連絡先 (株)笑農和
TEL : 076-482-3998
HP : https://paditch.com/ ▶▶▶▶▶
E-mail : paditch_sales@enowa.jp

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ:スマート農業システム MITSUHA

☞連絡先
IoTビジネス事業部 アグリ事業推進室
03-5205-4466
info@iij.ad.jp
https://mitsuha.iij.jp/

【対象営農類型】●通信費用や初期導入が低コストで利用可能

●毎日の水回り作業の前にスマートフォンでチェック、水管理を省力化

●水位変動を素早く検知し設定値を下回ったらアラートでお知らせ

●水位、水温データを元に、漏水アラート、病害の発生予測、生育
状況を可視化

＜センサーボックス＞
・センサーを田面に設置し、水田の水位と

水温を測定

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

MITUHA
ブランド
サイト

＜通信ボックス＞
・測定した水位、水温データを無線通信で

無線基地局へ送信
・単3電池 2本で1シーズン稼働

LPWA無線通信技術 LoRaWAN® に対応し、センサーデータを集約
LoRaWAN ®により「低消費電力」「⾧距離通信」「低コスト」を実現

【水田センサー MITSUHA LP-01】
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㈱ﾅｲﾙﾜｰｸｽ/㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ:
完全自動ドローン、水田・地温センサー（再掲）

☞連絡先
㈱ナイルワークス
info@nileworks.co.jp

㈱インターネットイニシアティブ
info@iij.ad.jp生育監視システム

自動経路生成

通信ボックス / アンテナ
(単三電池で動作)

センサ
ボックス

取り付け支柱

●完全自動・高精度飛行。
●農薬性能・圃場形状に合わせた飛

行速度・散布量を自動吐出し、ド
ローン自身が生み出す気流（ダウンウ
オッシュ）で適切に散布。

●薬剤散布しながら、生育監視を同時
実施。リアルタイムで葉色などを自動
診断し、追肥、防除、水管理、収穫
を最適化。

●水位・水温のみの測定とし、
部材をシンプルにすることで低
価格化を実現。

●農家自身で簡単に設置が可
能。

●静岡での大規模実証により知
見を蓄積。

設置の様子 アプリ

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱クボタケミックス:ほ場水管理システム「WATARAS」

☞連絡先
㈱クボタケミックス
事業企画部 スマートアグリ推進課
TEL:03 - 3245 - 3085
kc_g.wataras.info@kubota.com

【対象営農類型】

WATARAS(ワタラス)は水田の給水・排水をスマートフォンやパソコンでモニタリングしながら、
遠隔操作または自動で制御できるシステムです。導入によって以下のメリットが期待できます。

【軽労】 水管理労力の低減
【節水】 無駄な排水を減らして用水を効率的に活用
【安全】 夜間・早朝でもタイマー設定した時間に給水可能
【見える化】水管理・気象予報の履歴をデータ化、グラフで確認可能

※農研機構での試験では、水管理に要する労働時間を約８割削減、用水量は約５割減少。

露地 施設

野菜 野菜
水稲 畑作 果樹 茶

【価格】
＜機器＞

通信集約LoRa型電動ｱｸﾁｭｴｰﾀ:12万円
水位水温計（有線）:3万円
通信中継機（LoRa用）:30万円

＜通信システム＞
システム利用料:0.8万円/年・中継機1台

※その他、取付工事費等が必要です。
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ニシム電子工業㈱:農業向けITセンサーMIHARAS

☞連絡先
ニシム電子工業㈱
TEL:092-482-4700
https://www.nishimu-
products.jp/miharas/

説明動画も公開中!

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】



ハイパーアグリ㈱:
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イオン水生成装置

フィールドマイスターIoT3.0

●環境情報収集機能:気温・湿度・地温・気圧・照度・水位センサーを標準装備し、最適なイオン処理を全自動で行うほか、
刈取適期など、作業指標をメールでお知らせする機能があります。

●水位バルブ制御機能:生⾧ステージ、農法、地域柄、品種に対応し、人手を介さずに水管理が可能になります。

● イオン水生成装置「フィールドマイス
ター」は、栽培ステージに応じて用水をイ
オン化させイネを頑健に育てる装置です。
● イオン処理効果としては、収量増加
（移植:17.5％増、直播:14.3%増（デー
タ収集協力:農試、普及所等））、品質向上、
倒伏軽減などが期待できます。

☞連絡先
ハイパーアグリ㈱営業部
03-5413-7417
info@hyper-agri.com
http://hyper-agri.com

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱farmo:スマホでらくらく水管理「水田ファーモ」

●水田の水位を遠隔からスマートフォンで閲覧が可能。
●さらに水口の開閉も遠隔からスマートフォンで操作できるので、

給水・止水を自動化でき、水管理を大幅に省力化できる。
●設置しやすいシンプルな機構と分かりやすい操作性でストレスなく利用可能。
●必要機能と最小限の構造に絞り、生産者が導入できる低コスト化を実現。

☞連絡先
㈱farmo
TEL:028-649-1740
Mail : support@farmo.info
HP : https://farmo.info/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

グラフ表示地図表示データ表示

データ更新

操作

月額無料で使える
取り外し簡単

太陽光で24時間稼働

ベジタリア㈱:PaddyWatch等

☞連絡先
べジタリア㈱
TEL:03-6416-5525
info@vegetalia.co.jp

PaddyWatch

agri-note

FieldSever

その他、栽培管理システム等との連携が可能

●水稲向け 水管理支援システムPaddyWatch（パディーウォッチ）を販売。
●水田の水位・水温・土壌温度を自動測定・通信し、スマホ・タブレットからモニタリング、各水田の状況を地図上で一元管理が可能。

測定データはクラウドに蓄積。生育ステージ別の水位閾値設定によるアラーム通知機能。省電力機能により、乾電池のみで9か月間
稼働。また、ウォーターセル㈱が提供する農業日誌・圃場管理ツールagri-note（アグリノート）等と連携し、自動給水栓（開発
中）、営農管理システム上で閲覧・管理可能。

Field-EX
圃場管理

水稲水位水温管理環境情報管理

ため池水位管理

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



㈱ほくつう／積水化学工業㈱
:水田水管理省力化システム( )

☞連絡先

積水化学工業株式会社
環境・ﾗｲﾌﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 総合研究所
TEL :03-6748-6521
https://www.eslontimes.com
mimawari@sekisui.com

株式会社ほくつう アグリ事業担当
TEL:076-237-3817

https://www.hokutsu.co.jp/agri/
info_agri@po.hokutsu.co.jp

積水化学工業(株) (株)ほくつう

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

水まわりくん+エアダスバルブ/低圧用水バルブ
水まわりゲートくん

/

〇機側設定型・遠隔設定型

〇遠隔設定型

給水作業を自動化、水管理を大幅に省力化

システム導入イメージ
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