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小林クリエイトとは



小林クリエイトとは

会 社 名 小林クリエイト株式会社（Kobayashi Create Co.,Ltd.）

本社所在地 愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地

代 表 者 代表取締役社長 小林友也

創 業 昭和12年4月1日

設 立 昭和21年4月1日

資 本 金 4億5,000万円

売 上 高 381億円（平成26年度）

従業員数 1,082名（平成26年9月）



小林クリエイトとは
記録紙・オーダーフォーム・サプライ品及びアウトソーシングサービスの他

ICT系ソリューション（コンピュータシステム）の企画・販売をしております。



ICT系ソリューション事業
～20年ほど前より～



ICT系ソリューション事業
主に自動車産業を軸にした工業系製造業における生産物流情報（SCM）を利用した
原価低減、品質向上に繋がる業務改善のお手伝いをしております。



自動車メーカの認定システムベンダーであるノウハウを活かし、構内を流通している
モノの個体管理をしつつ、付帯機能として経理伝票発行や各種実績収集を行なう
システムを主に企画・販売しています。

ICT系ソリューション事業

機 能 規模

量産部品の手配情報受信・現品票(かんばん)発行
・出荷処理作業進捗及び各種管理機能

210社360システム以上

サービス部品の手配情報受信・現品票(かんばん)発行
・出荷処理作業進捗及び各種管理機能

35社50システム以上

資材調達のかんばん(指示)発行・読取・発注・受入処理 3社5システム以上

資材調達のかんばん(指示)伝達方法を
電子化・経理伝票のEDI化・受注側受信機能

6社16システム以上
受信300システム以上

生産計画、スケジュール、生産実績収集 5システム以上

ハンディターミナル等を用いた出荷チェック、実績収集

入荷実績との連携による在庫(ロケ)管理
100システム以上

年間シーズン券の発券 プロ野球球団

検体等の固体管理ラベルやラベルの発行 医療機関

給与明細書のWeb化・用品のコンビニ収納伝票発行 学校法人

システムクレジットカードの明細書発行 メーカー系金融

業 種 機 能 周波数

自動車OEM 金属パレットの資産管理

金属対応タグ

(UHF帯)
部品物流会社 輸出品の出荷照合

生活協同組合 カゴ車流出防止管理

建築メーカ 建築廃材 コンテナ管理

化学メーカ 塗料の容量・ロケーション管理
棒状・板状タグ

(UHF/HF帯)

自動車OEM 試作品管理 耐熱・耐振動タグ

自動車OEM 冶具管理 耐熱・耐薬品タグ

発電所
原子力施設への適用実験

工具貸し出し管理

耐放射線タグ

(UHF帯)

自動車部品メーカ 生産実績収集管理 通常タグ

(UHF帯)自動車部品メーカ 出荷照合・トレーサビリティ

自動車OEM 工程進捗管理・トレーサビリティ Semi-Activeタグ
(300MHｚ帯)病院 新生児所在管理

自動車OEM 完成車ロケーション管理
UHF+Activeタグ
(533MHｚ)

自動車OEM トラックヤード・構内進入管理
DSRC/ETCタグ
(5.8GHz)



機能性野菜栽培事業
～３年ほど前より～



機能性野菜栽培事業

拠 点 名

栽培品種

生産能力

機器メーカ

稼動開始

設備仕様

小林クリエイト株式会社 安城工場 (愛知県安城市)

アイスプラント（ツブリナ）

66株/日

日本アドバンストアグリ株式会社

2011年06月

約25坪播種･育苗・栽培ゾーン
5.7ｍ(D)×0.7ｍ(W)×2.6ｍ（H) 2基
3.8ｍ(D)×0.7ｍ(W)×2.6ｍ（H) 2基
照明装置 HEFL照明



拠 点 名

栽培品種

生産能力

機器メーカ

稼動開始

設備仕様

小林クリエイト株式会社 富士工場 (静岡県富士市)

レタス類（グリーンリーフ、サラダ菜など5種）
アイスプラント（ツブリナ）

1,500株/日（リーフレタス類）
66株/日（ツブリナ）

株式会社ニシケン（リーフレタス類）
日本アドバンストアグリ株式会社（ツブリナ）

2013年01月

約14坪の播種･育苗ゾーンと約140坪栽培ゾーン
3.8ｍ（D)×0.7ｍ（W)×2.1ｍ(H)の育苗棚3基
19ｍ(D)×1.4ｍ(W)×3.6ｍ（H)の栽培棚6基
照明装置 蛍光灯

機能性野菜栽培事業



農業系ICTソリューション誕生



機能性野菜栽培事業 ICT系ソリューション事業

農業系ICTソリューション誕生



農業系ICTソリューション誕生
業界は異なるものの、資材を投入し、生産をするために決められた工程を
進めていくことは同じです。

また、これらの工程で品種や生産時期の異なる「生産ロット」と多くの「作業者」を
管理していかなければならないことも同じです。



agisの基本機能



①工程マスタ設定

agisの基本機能

改善度合いや規模に合わせた、標準作業（栽培）工程を設定します。
工程を分割すればするほど、管理量は多くなりますが、
改善すべき事項（ネック工程）が明らかになり易くなります。

頭の中の栽培手順を
コンピュータへ
（ノウハウの共有・継承）

工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析



ハンディスキャナーによる読取作業だけで、
圃場内の数百ロットから唯一無二のロット情報を楽に簡単にリアルタイムに
収集できます。

agisの基本機能 工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析

②実績収集

富士通グループ
会津若松の植物工場



現場管理者や作業者が、日々の圃場管理に必要な「３大情報」を
視覚的に分かりやすく、関係者間で共有できるようになっています。

agisの基本機能

在庫管理

作業進捗

ロケ管理

三
大
機
能

工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析

③情報共有



また、これらのデータを自社のみならず関係会社間で共有すれば
情報の価値はさらに高まっていきます。

agisの基本機能

出荷 梱包 検品 仕分け 集荷 保管
入荷
検品

受入 発注発注 保管 入庫出庫

トレーサビリティデータ＝バリューチェーン

中継 / デポ自 社 仕 入 先中継 / デポお客様

日
報
デ
ー
タ

出荷 梱包 検品 仕分け 集荷 保管
入荷
検品

受入 発注発注 保管 入庫出庫
出荷 梱包 検品 仕分け 集荷 保管

入荷
検品

受入 発注発注 保管 入庫出庫
出荷 梱包 収穫 定植 播種 保管

入荷
検品

受入 発注発注 保管 入庫出庫

在庫問い合わせに活用
納期問い合わせに活用

経理・JGAPデータに活用
JANコードの都度発行

品質管理アピールに活用

外出先では
もちろんタブレット端末を利用

データ収集は
スキャナーやハンディターミナル

工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析

入庫保管出庫 入庫保管出庫
入庫保管出庫 入庫保管出庫

生産集荷出荷 受注生産集荷出荷 受注生産集荷出荷 受注生産集荷出荷 受注



収集した情報を２次加工すれば、未来の予測と過去の振り返りが
可能となり、次の作付けでの「効果的な一手を打ち出す」こともできます。

agisの基本機能

未来の予測
直近の収率や

現在までの生育進捗により
将来の出荷量や出荷日が

どうなるのかを数値的に予測する。

過去の分析
豊作・不作など、生育結果の違いが
何が起因になっているかを
数値的に分析し、

生育環境の基準値を探求する。

工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析

④履歴分析



これらのPOINT①～④は循環し続けることで
顧客への品質・サービスの向上
仕事のムダ・ムリ・ムラの排除
作業者の改善意識育成 を実現していきます。

工程設定

情報共有

実績収集履歴分析

ネック工程の把握

作業進捗（納期照会）の早期化・省力化

栽培手順の見直し

客先毎の受注傾向把握

手書き伝票の廃止

ノウハウの数値化・定量化

栽培手順の標準化

JGAP書類・JANコードの自動作成
データ分析の早期化・自動化

トレーサビリティ実現

agisの基本機能

経営意思決定の早期化

P

D

C

A

工程設定 実績収集 情報共有 履歴分析P D C A



今後の発展



今後の発展

圃場での「人と工程進捗」の管理 ＝

マスタ準備
・主な管理工程及び環境変数との因果
関係を把握したい工程をマスタ化する。
・量産品種以外に、栽培パターンによる
テスト工程の設定（試験品）も可能。

履歴収集・生育傾向分析・採算管理
・栽培工程毎の収量、生育進捗の把握。
・栽培パターン毎の傾向把握。
・圃場区画毎の採算管理。

状況出力

資材手配・苗生産・作付け計画
・受注量や在庫量に応じた生産計画立案。

・出荷段取り、挽回計画の早期化による
収率向上。

作付け指示

入庫指示

制御指示登録

出荷指示
出荷伝票出力

播種
挿木

接木 育苗

浸種 播種 出芽
緑化
育苗

植え
付け

施肥

発芽
受注
生計

受注
生計

収穫

収穫

出荷

出荷

播種 定植 定植 生育 収穫発芽
受注
生計

在庫 出荷

植え
付け

葉かき
側枝取り

統合環境制御・栽培技術支援・ロボット化
・収率の違いを環境の側面から検証・制御。
・生産シミュレーションによる環境制御により
出荷時期をJITにコントロール。
・生産、荷役作業をFA機器で代替。

既存機能

工程改良・品種改良・営農指導
・より効果的な工程設計。
・より付加価値のある品種設計。
・作業標準化による継続的な営農指導。

次期機能

露地栽培

ハウス栽培

工場栽培

①圃場作業の標準化 ③ロット分割(出荷・挿木) ⑤作業指示作成 ⑦在庫管理
②多品種多ロット管理 ④ロット統合(混載・接木) ⑥作業進捗管理 ⑧ロケーション管理

主な
機能

環境情報登録マスタ登録

各社のアグリ事業と連携し、農業事業者へ最適な仕組みをご提供していきます。



今後の発展

農業革新（6次産業化）を軸とした、地域発展にも貢献していきます。

LED照明

太陽光発電

工場廃熱・廃CO2

廃棄物処理廃熱・廃CO2

液肥販売

苗販売

レンタル農園

リース農園

出荷機能 販売機能 加工機能 店舗機能

廃棄物削減

高齢者雇用

障害者雇用

管理者派遣

管理者研修

セミナー

料理教室



ご清聴ありがとうございました


