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企業名
ページ

利用分野

農薬散布 肥料散布 播種 受粉 農産物等
運搬

ほ場
センシング

⿃獣被害
対策

(株)IER/石川エナジーリサーチ p.1~3 ● ● ● ●
EAMSROBOTICS(株) p.4~5 ● ●

XAG JAPAN(株) p.6~7 ● ● ●
(株)NTT e-Drone Technology p.8 ● ● ● ●

(株)クボタ p.9~10 ● ● ●
SAiTOTEC(株) p.11 ● ●
ciRobotics(株) p.12 ● ●
DJI JAPAN(株) p.13~14 ● ● ● ●

TEAD(株) p.15 ●
TTA JAPAN p.16 ● ● ●

東京ドローンプラス(株) p.17~18 ● ● ●
東光鉄工(株) p.19~20 ● ● ● ●

(株)DroneWorkSystem p.21~22 ● ● ●
(株)ナイルワークス p.23 ● ●
(株)FLIGHTS p.24~25 ● ●

(株)PRODRONE p.26~27 ● ● ●
(株)MAZEX p.28~30 ● ● ● ●

ヤマハ発動機(株) p.31~32 ● ● ●
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● 安全安心のMade in Japan
● 流量センサーによりムラの無い散布が可能
● 折り畳み式で可搬性に優れ、エア抜き不要、IP43クリア

価格 要問合せ
発売時期 2020年
積載量 8.5L
飛行時間（散布時） 14分

散布可能面積 1ha/8L
サイズ（長さ×幅×高さ） 1100×1160×650mm
重量 16.9kg（バッテリー含む）
最大離陸重量 24.9kg

Agri-Flyer

肥料散布
機体写真

（背景白、静止画）
（4.5cm×7.2cm）

HP http://ier.co.jp
問合せ 0277-46-8155

農薬散布

性能・技術

(株)IER/石川エナジーリサーチ

◆ESC冷却機構
ESCはアームに内蔵され、アームをヒートシンクに！
さらにローターのダウンウォッシュでも冷却

ESC内臓マグネシウム合金アーム

◆タンク取り外し 丸洗い可能
取り外しが簡単、タンクの丸洗いOK！
大きな開口で農薬の注入が簡単

◆エア抜き不要 農薬の使いきり
使い初めのエア抜きが不要➡すぐに散布可能 (作業時間の短縮)
薬剤使いきり➡経済的＆残農薬処理不要

◆アシストモード 農薬散布専用機のための飛行アシスト機能

・散布スイッチがONの場合、機体の移
動時に自動で液剤散布を行う(前後進
時のみ自動散布横移動時は散布を
自動停止）
・自動横移動機能

・自動離着陸機能

・コースロック（直進機能）

ESCを内蔵することによって外力や雨滴からも保護される

折り畳み式でコンパクト収納可能、可搬性
に優れ持ち運びが楽

◆イージーアームフォールディング により可搬性に優れる
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● マグネシウム合金採用、安全安心のMade in Japan
● 大容量バッテリー搭載、長時間飛行を実現
● 専用アプリケーション搭載で安全に農薬散布をアシスト

価格 要問合せ
発売時期 2021年
積載量 8L
飛行時間（散布時） 約24分※8L搭載、毎分1000cc噴

霧、ホバリング飛行時の数値

散布可能面積 1ha/8L
サイズ（長さ×幅×高さ） 1345×1345×690mm
重量 16.7kg（バッテリー含む）
最大離陸重量 24.9kg

Agri-Flyer typeR

肥料散布
機体写真

（背景白、静止画）
（4.5cm×7.2cm）

HP http://ier.co.jp
問合せ 0277-46-8155

農薬散布

性能・技術

ESCはアームに内蔵され、アームをヒートシンクに！
さらにローターのダウンウォッシュでも冷却

設計対応年数8年

◆長時間飛行可能
8L搭載時:約24分飛行※バッテリー残量30％残
毎分1000ccでホバリングにて散布飛行時
⇒長時間飛行を実現させることで、より安全な運用が可能

◆エア抜き不要 農薬の使いきり

◆専用アプリケーション 情報の可視化で効率をさらにUP！

・バッテリー残量確認
・農薬残量確認
・液剤流量確認
・飛行ルート飛行ルート形成
・飛行ルート作成
・自動飛行散布
・アシストモード使用可能

折り畳み式でコンパクト収納可能、可搬性
に優れ持ち運びが楽
上部からの水洗い可能 IP:43

◆可搬性、防水性に優れる機体

◆マグネシウム合金機体
マグネシウム合金等劣化しにくい部材を採用するこ
とで、長期間お使い頂けるドローンにしました。

使い初めのエア抜きが不要➡すぐに散布可能 (作業時間の短縮)
薬剤使いきり➡経済的＆残農薬処理不要
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HP http://ier.co.jp
問合せ 0277-46-8155

● 長時間飛行(測量・点検に対応)、自動航行機能
● 安全安心のMade in Japan、高機動性／高耐風性能
● 超軽量マグネシウムを採用した強固なボディ構造、高耐久

価格 要問合せ
発売時期 2020年
積載量 5kg
飛行時間（ノーロード） 45分

散布可能面積
サイズ（長さ×幅×高さ） 930×930×680mm
重量 11.6kg（バッテリー含む）
最大離陸重量 16.6Kg

Build-Flyer

機体写真
（背景白、静止画）
（4.5cm×7.2cm）

運搬

圃場の測量

性能・技術
◆国内開発・国内製造ドローン

IER製のドローンは自動車に準じた手法で開発され日本の工業製品
としての品質を有している
◆長時間飛行

ESCはアームに内蔵され、アームをヒートシンク構造
に！さらにローターのダウンウォッシュでも冷却
ESCを内蔵することによって外力や雨滴からも保護

折り畳み式でコンパクト収納可能、可搬性に
優れ持ち運びが楽

◆イージーアームフォールディング により可搬性に優れる

◆ESC冷却機構

・ノーロード 45分 ・ペイロード５㎏ 25分

◆高機動性／高耐風性能

◆着陸脚跳ね上げ機構
脚を水平に跳ね上げる機構で写り込みを
防ぎ、広範囲な撮影が可能

・ホームリターン機能
・自動航行
・自動離着陸機能
・フェールセーフ機能

◆Mission Planner & Q ground control

▽バッテリ残量30%時に脚が着陸体勢に入り
自動でホームリターンに入る

◆セキュリティ
オープンソース、無国籍の pixhawk を採用
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HP https://eams-robo.co.jp/index.shtml
問合せ info@eams-robo.co.jp

性能・技術
農薬散布

価格 要問合せ
発売時期 2020年４月
積載量 5L
飛行時間 12分（散布時）
散布可能面積 4Lで50a
サイズ（長さ×幅×高さ） 1000×1140×590mm
最大離陸重量 15.9Kg

● 粒剤・液剤対応。両アタッチメントが簡単に脱着可能
● レーザーレンジファインダーにより一定高度での飛行が安定
● タブレットで追肥含む完全自動航行による散布可能

エアロスプレーヤーAS5Ⅱ

肥料散布

粒剤用アタッチメント
（オプション）

高精度レーザーレンジファインダー
正確に地形を認識、作物との距離を一
定に保つことができます。農地の起伏に
合わせ飛行し、ユーザーの操縦を補助
します。

最新式の衛星アンテナ
世界中のGNSSに対応。業界をリー
ドする167dBmのナビゲーション感度
＆セキュリティを保護します。

◾最大５リットルのタンク
一度のフライトで0.5ha相当の薬剤を搭
載し、散布可能。薬剤を入れる際は、面
倒なタンクの取り外しをする必要はなく、注
ぎ口を大きくしているので、そのまま薬剤投
入＆お手入れも容易。

最大約４ｍの散布巾
実績のあるヤマホ工業の農薬散布ノズ
ルを選定。広範囲を効率よく、約４m巾
にわたり、均一に散布することができます。
またフィルターのお手入れも簡単に行えま
す。
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性能・技術

価格 要問合せ
発売時期 2021年5月
積載量 10L（推奨8L）
飛行時間 15分（散布時）
散布可能面積 8Lで1ha、散布幅4m
サイズ（長さ×幅×高さ） 1278×1588×754㎜
最大離陸重量 28.4kg

● オプションの粒剤アタッチメントは液剤用と簡単に交換
● 圃場から一定高度で安定飛行
● タブレットで完全自動航行による散布可能

エアロスプレーヤＡＳ１0
農薬

肥料

粒剤用アタッチメント
（オプション）

折りたたんでコンパクトサイズ
モーター軸間は1501㎜ですが、アーム、
ノズルをワンタッチで折りたため、幅800
㎜と持ち運びが容易になります。展開も
簡単です。

AS10専用の粒剤アタッチメント
独自開発した空中回転散布モードにより
粒剤を広範囲に散布することが可能。ワ
ンタッチで簡単に交換がOKです。粒の形
状により搭載量は異なり推奨8㎏。
少量拡散性粒剤対応。

最大約４ｍの散布巾
実績のあるヤマホ工業の農薬散布ノズ
ルを選定。広範囲を効率よく、約４m
巾にわたり、均一に散布することができま
す。またフィルターのお手入れも簡単に行
えます。

Windows対応タブレット操作
オプションでアグリ版ミッションプランナーソ
フトがインストール済み（日本語対
応）。アップデートに対応します。画面
は10インチ、12インチから選択。

HP https://eams-robo.co.jp/index.shtml 
問合せ info@eams-robo.co.jpEAMSROBOTICS(株)
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●バッテリー、ケミカルタンクをワンタッチで交換可能

価格 要問合せ
発売時期 2019年
積載量 液剤10L
飛行時間（散布時） 10～15分

散布可能面積 1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1852×1828×490mm
重量 19.1kg（バッテリー含む）
最大離陸重量 32kg

HP www.xag.co.jp 
問合せ info.jp@xa.com

布

P20 2019
農薬散

●完全自動飛行、完全自動散布
●防水/防塵(IP67)

性能・技術

様々な飛行の仕方 (水稲、果樹、フリールート)

XAG JAPAN(株) QR
コー
ド

散布装置にアトマイザーを採用

・液滴サイズを自由に変更可能
・飛行速度に合わせ流量が連動

・ノズルに比べ薬剤の詰まりを
軽減します

・様々な地形に合わせ飛行が可能

スマートフォンでの操作

・操作は専用アプリにより全てスマートフォン
での操作、常に同じ飛行を再現し精密農
業を実現。
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●完全自動飛行、完全自動散布
●防水/防塵(IP67)、粒剤も可能
●バッテリー、ケミカルタンクをワンタッチで交換可能

価格 要問合せ
発売時期 2019年
積載量 液剤16L/粒剤11kg
飛行時間（散布時） 10～15分

散布可能面積 1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1852×1828×495mm
重量 22.8kg（バッテリー含む）
最大離陸重量 41kg

P30 2019

HP www.xag.co.jp 
問合せ info.jp@xa.com

肥料散布

性能・技術

XAG JAPAN(株) QR
コー
ド

様々な飛行の仕方(水稲、果樹、フリールート)

粒剤散布装置(JETSEED)P30のみ

・播種、肥料、農薬散布と多用途で利用が
可能。
特許取得済み技術エアーで散布します。
・1～10mmの粒剤に対応。
・飛行速度に連動し、可変散布が可能

様々な地形に合わせ飛行が可能
高精度飛行・精密散布
アトマイザー式での散布(速度連動が散布可能)

スマートフォンによる操作

・操作は専用アプリにより全てスマートフ
ォンでの操作、常に同じ飛行を再現し精密
農業を実現。
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● 女性一人で軽トラに載せることができる軽量・コンパクト
● バッテリ－1本で最大2.5ha散布可能
● 購入してから安心の7年サポート保証

価格 お問合せ下さい
発売時期 2021年10月
積載量 液剤8L ※粒剤装置オプション有

飛行時間（散布時） 最長35分
（ホバリング・離陸重量12kg時）

散布可能面積 最大2.5ha/１バッテリー
サイズ（長さ×幅×高さ） 935×935×676mm
重量 7.3kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 20kg

AC101 2022モデル

農薬散布

特長・技術

（株）NTT e-Drone Technology

受粉※実証向け

部品一点一点に
こだわりグラム単位
で軽量化

アームを拡げたまま
軽トラの荷台に収ま
り、折りたためばさら
にコンパクト（特許取
得）

機体の軽量化及びプロペラ―の
カーボン化により、バッテリー1本で
最大2.5ha散布可能です

一点一点の部品を自ら選定し調
達しているからこそ可能な7年サ
ポートの実現

購入後

サポート

7年

女性一人でも持ち運べる 農道の移動がスムーズ

バッテリーの本数を減らせます 安心して長くご利用いただけます
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↓クボタドローン製品紹介ページはこちらから
https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/index_drone/

●8Lのカセット式タンクで薬剤の交換やメンテナンスが容易に
●約10分のフライトで最大散布面積1.0haを実現
●クボタ独自の営農管理システムKSASと連携可能

価格 要問合せ
発売時期 2022年2月
積載量 最大8L
飛行時間（散布時） 約10分(24.8kg時)

散布可能面積 1.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1958×1833×553mm
重量 13kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 24.8kg（８L搭載）

T10K

肥料散布

HP https://www.kubota.co.jp/
問合せ
https://www.kubota.co.jp/toiawase/index.html

農薬散布

性能・技術
(株)クボタ

※T10K / T30K共通機能

播種
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↓クボタドローン製品紹介ページはこちらから
https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/index_drone/

●大容量30Lタンク搭載の大型タイプ
●約12分のフライトで最大散布面積2.0haを実現
●クボタ独自の営農管理システムKSASと連携可能

価格 要問合せ
発売時期 2022年2月
積載量 最大30L
飛行時間（散布時） 約12分(52.5kg時)

散布可能面積 2.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 2858×2685×790mm
重量 26.3kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 66.5kg（30L搭載）

T30K

肥料散布

HP https://www.kubota.co.jp/
問合せ
https://www.kubota.co.jp/toiawase/index.html

農薬散布

性能・技術
(株)クボタ

播種
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HP http://www.saitotec.com/
問合せ 0556-48-8378/

性能・技術
SAiTOTEC(株)

ユニット型ドローンとは1台のベース機体に対し、脱着可能なユ
ニットシステムを取り付ける事で 運搬・散布・測量・検査等
の様々な業務を遂行する新しいタイプのドローン。価格 要問合せ

発売時期 2019年4月

積載量 40kg（推奨）

飛行時間 積載量による(40kgで8.5分)

散布可能面積 4ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1870×1650×930mm

重量 55.0kg（バッテリー込み）

最大離陸重量 150.0kg

KATANA12D1750F

農薬散布

運搬

● 動力はバッテリーでありながら、ペイロード40kgを運搬する
怪力ドローン

● 農作物の運搬や松くい虫や稲などへの散布も可能

ユニット
型

YORO
Iシリー
ズ

活 用

●運搬向け
最大飛行時間 28分
最大積載重量 20kg

●薬剤散布向け
大型タンク容量 30ℓ
・予備タンク交換可能
・液体/顆粒式切替可能
・最大ノズル8ヶ所設計

便利なキャスター付き
折畳可能な収納性

●監視向け
暗視・赤外線
カメラの搭載

●測量向け
レーザースキャナー

KATANA 12D1750Fの特徴

高いカスタマイズ性.
汎用性に優れ幅広いニーズに対応が可能

フォルディング機能.
アーム部分が折りたたみ可能で携帯性に優れたモデル

組合せによる高い応用性.
本体とオプションの組み合わせにより、様々な用途に対応
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● 3つの散布サポート機能を搭載
● 飛行速度一定化・速度連動散布機能を搭載し、初心者でも安心
● 動態管理システムをオールインワンパッケージ

価格 要問合せ
発売時期 2020.9
積載量 17L
飛行時間（散布時） 20分

散布可能面積 2ha/16L
サイズ（長さ×幅×高さ） 1630×1630×555mm
重量 15kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 37.4kg

ciDroneAG R-17

HP https://www.cidrone.jp/
問合せ https://www.cidrone.jp/contact/

農薬散布

性能・技術
 ３つの散布サポート機能
■マニュアルモード
高度維持機能を使用した飛行です。
■AB点往復自動飛行モード

ciRobotics(株)

肥料散布 実際に機体を飛行してA地点・B地点の登録を行うことで自動散布が行えます。
A地点とB地点を結ぶラインと平行になるように散布していき、終了操作は操縦者
が行います。（図１）
■自動飛行モード
タブレットの地図上で圃場を登録することで自動散布を開始します。途中で散
布を中断しても、中断地点から引き続き散布を行うことができます。（図２）

 飛行速度一定化・速度連動散布機能
■飛行速度一定化
常に設定した最高速度で飛行するので、初心者
でも安心です。
■速度連動散布機能
散布は速度に連動します。ホバリング中は自動で
散布停止し、移動している時だけ散布するので、操
縦者の負担が激減します。また、前進・後進時のみ
散布し、横移動時は散布停止することもできます。

 動態管理システムをオールインワンパッケージ
タブレットをインターネットにつなげることで、その場で散布記録をアップロードできま
す。作業日、散布場所とルート、おおよその薬剤使用量を確認することができます。

※実際の画面とは異なります。

(図１) (図2)
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性能・技術

【コンパクトなサイズで持ち運び可能】

AGRAS T10

● ワンタッチ交換可能な液剤タンクとバッテリーで効率化
● 球面全方位レーダーによる高度維持と障害物回避機能
● 肥料などの腐食に強い、新型粒剤散布装置に対応
● IP67の性能で完全水洗い可能
価格 参考価格120万円
発売時期 2022年1月
積載量 標準8L オプション10L

（粒剤10Kg）
飛行時間 8～12分
散布可能面積 1.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1958×1833×553 mm
重量 12.2kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 29.8kg

HP https://www.dji.com/jp/t10
問合せ https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0

【スナップ構造のアームホルダー】

ワンタッチ展開
新設計のスナップ
構造により、ワン
タッチ展開が可能
になりました。

農薬散布

肥料散布

播種

受粉

DJI JAPAN (株)
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性能・技術

【大容量30L薬剤タンクと高出力ポンプ】

DJI JAPAN (株)
AGRAS T30

● 大容量30L薬剤タンクと高出力ポンプ
● 球面全方位レーダーによる高度維持と障害物回避機能
● 肥料などの腐食に強い、新型粒剤散布装置に対応
● IP67の性能で完全水洗い可能
価格 参考価格170万円

発売時期 2022年1月

積載量 30L（粒剤40Kg）

飛行時間 10～15分

散布可能面積 2.0ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 2858×2685×790 mm

重量 26.3kg（バッテリーなし）

最大離陸重量 80.6kg

HP https://www.dji.com/jp/t30
問合せ https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0

農薬散布

肥料散布

播種

受粉

【スナップ構造のアームホルダー】

ワンタッチ展開
新設計のスナップ
構造により、ワン
タッチ展開が可能
になりました。
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