ＴＥＡＤ(株)

HP http://www.tead.co.jp/
問合せ http://www.tead.co.jp/contact/

TA408

性能・技術
農薬散布

● 高度維持センサー、デュアルGPS搭載
● 取付け、取外し、充電が簡単なバッテリー
● フレキシブルノズルによる散布アーム折れ防止仕様
価格

オープン価格

発売時期

2019年4月1日

積載量

8L

飛行時間

8～14分

散布可能面積

1ha/10分

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1152×1152×630mm

重量

24.7kg

TA408
軽量、コンパクトで可搬性に優れ、
高度維持センサー、デュアルGPS
の搭載を初めとする、フライトコント
ローラーのブラッシュアップにより、飛
行特性そのものを高次元で達成。
パイロットの熟練度に依存せず、
安全かつ効率的な農薬散布が可
能。
４軸マルチローターによるダウン
ウォッシュ
きめ細かく均一な吐出が可能なスプ
レーノズルを、モーターの直下に設
置することで、下方向へのダウン
ウォッシュにのり、液剤が作物の根
本や葉の裏までしっかりと届く。
また、液剤 散布 時の 飛散（ ドリフ
ト）を低減させる効果が期待できる
と共に、散布の効率を高める。
セミオートモード
一辺（A 点とB 点）を登録するこ
とにより、以降の飛行を自動で行って
くれるモード。
作物から一定の距離（２ｍ）を保
ちつつ、散布幅分（４ｍ）の横移
動を自動で行い、散布スイッチの
ON/OFF のみで、安全で簡単に均
一な散布作業を行うことができ、変
形圃場にも対応が可能です。
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TTA JAPAN

HP http://www.ttajapan.com/
問合せ ioki@mac-factory.com
TEL0278-72-5828 FAX0278-72-5105

G200（GPS＋RTKモデル）

M4E
農薬散布

農薬散布

肥料散布

肥料散布

播種

播種

● 農薬散布専用超簡単アプリ自動飛行可能
● 業界初クイック式折り畳みアームにより小型化
● 簡単修理、完全モジュール化仕様の設計

● 高性能農薬散布専用アプリ自動飛行可能
● FPVカメラ、夜間飛行ライト、障害物センサー他搭載
● インテリジェントバッテリー仕様、IMU,コンパスデュアル搭載

価格

68万円（税別）～

価格(バッテリー充電器込）

168万円（税別）

発売時期

2019年10月

発売時期

2020年３月

積載量

5L

積載量

16L

飛行時間

５～15分

飛行時間

8～20分

散布可能面積

0.6ha

散布可能面積

2.0ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1360×1360×550mm

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1808×1566×680mm

重量

7kg

重量（バッテリー含む）

19.4kg

最大離陸重量

14kg

最大離陸重量

35.4kg
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東京ドローンプラス(株)
ヘリオスアグリ10

(V2)

HP https://tdplus.jp/
問合せ info@tdplus.jp

性能・技術

農薬散布
肥料散布
播種散布
●
●
●
●

低コストでありながら高機能性なドローン
剛性の強いフレームと大きなプロペラ、モーターで安全
飛行に必要な全てがセットで購入可能
モニター付き送信機で、より安全なフライトを実現。

価格

105万円(税別)

発売時期

2017年3月

積載量

10L

飛行時間

12分

散布可能面積

1ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1760×1760×572mm

重量

ヘリオスアグリ10
農薬を10リットル搭載できる農薬散布ド
ローン。
農薬搭載容量が大きく、広大な農地でも、
迅速に農薬を散布することが可能。

13.0kg(バッテリー込み)
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東京ドローンプラス(株)
ヘリオスアグリ5

(V2)

HP https://tdplus.jp/
問合せ info@tdplus.jp

性能・技術

農薬散布
肥料散布
播種散布
●
●
●
●

高性能で驚きの低価格を実現
飛び地や1枚が4反(a)以下の圃場が多い農家さんにおススメ
軽トラにも軽々乗せれる、コンパクト設計
モニター付き送信機で、より安全なフライトを実現。
価格

75万円(税別)

発売時期

2017年3月

積載量

5L

飛行時間

8分

散布可能面積

0.5ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1375×1375×565mm

重量

6.5kg(バッテリー込み)

ヘリオスアグリ５
農薬を5リットル散布できる農薬散布ドローン。
山間の圃場など、中小規模の農地で効率的に
農薬を散布すること可能。
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東光鉄工(株)

HP https://tokouav.jp
問合せ uav@toko-akita.co.jp

TSV-AQ2S

性能・技術

農薬散布
肥料散布
播種
受粉
● ⾧時間飛行／水洗い可／AB点モード／FPVカメラ搭載
● 豆つぶ剤など多種多様な資材散布が可能
● バッテリー、タンク、装置部分は簡易脱着が可能
価格

要問合せ

発売時期

2021年6月

積載量

液剤10L /粒剤10L

飛行時間

15分（10L搭載時）

散布可能面積

1.25ha 時速15Km/h

散布幅

4m

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1150×1150×670mm

重量

10.7kg（バッテリー,散布装置なし）

最大離陸重量

28kg

（アーム展開時）

・高品質な散布性能
自社で検証した大型32インチのプロペラによる強力
ダウンウォッシュと最適なノズル位置で、株元まで農薬を
浸透させていく。
・高度維持センサー
安定した高度を維持しながら散布することにより、圃場
への散布ムラを防ぐ。
・作業負担を軽減する機体設計
バッテリー、タンク、装置部分は
機体の上部から交換が可能。
アームの折りたたみはワンプッシュ
操作が可能。
・防水機能
IP45の防塵防水機能を搭載。
機体の水洗いが可能。
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東光鉄工(株)

HP https://tokouav.jp
問合せ uav@toko-akita.co.jp

TSV-AQ2F

性能・技術

農薬散布
肥料散布
播種

TSV-AQ2Sの上位機種

TSV-AQ2Sに障害物センサーと自動航行機能を
搭載したモデル。

受粉
● TSV-AQ2Sの上位機種
● 自動航行モード機能搭載
● 障害物センサー搭載
価格

要問合せ

発売時期

2021年6月

積載量

液剤10L /粒剤10L

飛行時間

15分（10L搭載時）

散布可能面積

1.25ha 時速15Km/h

散布幅

4m

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1150×1150×670mm

（アーム展開時）

重量

10.7kg（バッテリー,散布装置なし）

最大離陸重量

28kg

・自動航行機能

枕地散布を追加したルート
作成や、GPS誤差を補正する
自動航行システムを搭載。

・障害物センサー
360°障害物センサーを搭載。
障害物を検知した際はプロポ
にアラームでお知らせ。
有効範囲は半径10m。

ただし、電線や細い枝などには反応し
ない場合がある。
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(株)DroneWorkSystem

HP https://d-w-s.co.jp
問合せ https://d-w-s.co.jp/contact

AGR16B/24B

性能・技術

農薬散布
肥料散布

●福島県産、県認定ドローン!
●フルカーボン製と高い剛性構造で、最大積載でも余裕の飛行
●本機専用設計自社フライトコントローラ搭載で超安定フライト
●自動散布/帰還/復帰、翌日以降も中断場所から再開可能
価格

2,188,000円~(セット価格、税
抜）

発売時期

2022年（2022年新モデル）

積載量

16L/24L

飛行時間（散布時）

13～20分

散布可能面積

1.5ha/2.5ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1600/1840×1560×640ｍｍ

重量

17.9kg/20.8kg

最大離陸重量

42kg/51kg

ＡＢ点自動散布機能

・A点とB点を登録するだけの簡単操作。
・GPS誤差の影響を受けません。
・途中中断をしても、元の位置から散布再
開。
・手動で高度調整ができ、丘陵地でも散
布可能。

強力散布

６軸機で強力ダウンウォッシュ＆安定
飛行

折りたたみ可能

アームを折りたたんだ機体はとてもコンパク
トで、軽トラック、軽自動車にも難なく収納
可能。

粒剤散布

最大粒径12㎜までの粒剤散布可
能。液剤・粒剤タンクはスライド式で
１分で取り替え可能。
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(株) DroneWorkSystem
EAGLE15/24/40

HP https://d-w-s.co.jp
問合せ https://d-w-s.co.jp/contact

QR
コード

性能・技術

苗木運搬

物資搬送

●本機専用設計自社フライトコントローラ搭載で超安定フライト
●搬送物の重量に合わせた3種の選択が可能
●林野庁HP等で紹介。数々の現場で実績を積んだ集大成モ
デル
価格

EAGLE15＝2,250,000円~
（セット価格 税抜）

発売時期

2022年（2022年新モデル）

積載量

15kg ~40㎏

飛行時間（搬送時）

13～20分

運用限界高度

2500ｍ（海抜）

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

2190×1852×800mm
（EAGLE40）

重量

20kg（EAGLE40単体）

最大離陸重量

90kg（EAGLE40）

15㎏ 24㎏ 40㎏と選べるペイロー
ド

・搬送物重量に合わせて3種のからペイ
ロードより機種をお選びいただけます。
・最大搬送可能重量が40㎏!
（EAGLE40）

2オペレーターよる操縦切換え機能

A点とB点にオペレーターを配置。A、B両
地点から目視が可能な付近まで荷を運搬
し、無線機等での合図にてAからＢへ操
縦を切換え荷を下ろす仕組み。距離があ
る場合はオプションで3オペも可能。

折りたたみ可能

アームを折りたたんだ機体はとてもコンパク
トで、軽トラック、軽自動車にも難なく収納
可能。

独自のFCによる縦・横揺れ防止

弊社独自のFCの味付けにより搬送時の
「荷の揺れ」を自動的に左右1.5回転の
動きによりピタリと止めます。またショックアブ
ソーバの搭載で荷の縦揺れも抑制。
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(株)ナイルワークス

HP www.nileworks.co.jp
問合せ 03-5577-3071

Nile-T20
農薬散布
生育状況把握

性能・技術
完全自動飛行
＋
高精度飛行

・圃場の測量により飛行経路は自動生成
・タブレットで作業圃場をタップし「開始ボタン」で作業開始
・離陸から着陸まで完全自動実行
・バッテリー、薬剤の残量検知機能で自動帰還、再開機能あり
・12種のセンサーを使い、位置精度の誤差は数センチ

薬剤散布技術
（ドリフト少）

・上下逆回転のプロプラにより、真っすぐな強い気流をコントロール
・薬剤は、効果的に作用する稲体部位に付着
・散布ポンプのOnOffのタイミングと薬剤吐出量は、
飛行速度と薬剤の必要量に応じて自動調整
・ドローンが生み出す気流と低空飛行で、ドリフト率を改善

生育診断技術

・薬剤散布しながら、専用カメラでセンシング
・生育監視に最適なカメラを開発、全機搭載
・リアルタイムで葉色など自動診断
・病害初発検出（研究開発中）
・追肥、防除、水管理、収穫の最適化の提案へ（研究開発中）

●自動飛行技術により、特別な操縦スキルは不要で、誰でも毎回同じ精度で作業ができる。
●圃場の隅々まで正確に飛行し、作物の至近距離から薬剤のドリフトを抑えた散布ができる。
●薬剤散布しながら、生育監視（画像センシング）を同時に自動実行する。

価格

オープン価格

発売時期

2020年4月

積載量

８L

飛行時間（散布時）

15分（散布時）～20分（非散布時）

散布可能面積

800㎖／ 10a

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

幅1850㎜ 奥1440㎜ 高さ830㎜

重量

18.5kg（機体13.3Kg バッテリ 5.2kg）

最大離陸重量

26.5kg

上下逆回転のプロペラが作る真っ直ぐな強い気流をコ
ントロールし、薬剤が最も効果的に作用する稲体部位
に付着させることに加え、低空飛行によりドリフト率を大
幅に改善。

防除での飛行でも自動でセンシング。Nile-T20 に搭載
した専用カメラにより、高度 30～50cmの至近距離から
センシングし、 作物の生育状態を解析。
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(株) FLIGHTS

HP https://flights-ag.com/
問合せ https://flights-ag.com/contact/

性能・技術

FLIGHTS-AG V2
農薬散布
肥料散布
粒径0.5～6mmの粒剤
に対応

● 必要機能に特化し、高性能・低価格の農薬散布ドローン
● タブレットで圃場ごとに自動的に散布する飛行区画を登録
● 圃場の端や障害物を確認できるカメラを機体前方に搭載
価格

99万円（税別）

発売時期

2022年4月（新モデル）

タンク容量

10.0L

飛行時間

10～15分

散布可能面積

1ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1750×1750×620mm

重量

16.5kg（バッテリー込み）

最大離陸重量

26.5kg

マニュアルモードでの250g粒剤
や500g粒剤のスポット散布、
半自動モード（ABモードや
M+モード）での1kg粒剤の均
一散布が可能。

大容量10kgの粒剤タンク

大口径の投入口から容易に薬
剤を投入することができ、散布準
備の手間を軽減

10kg/1haの散布を10分

大口1kg粒剤の場合、1フライト
約10分で、1haに対して10kgの
散布が可能。送信機のスイッチで
散布量調整や散布のON/OFF
操作可能。

簡単操作

ドローンの操作は初めての方でもお使いいただきやすいようにGPSを活用した手動モードに加えて、
更に簡単操作モードを搭載。圃場の形に合わせた3つのモードで簡単な散布飛行

速度連動モード

速度に合わせて自動的に散
布量を調整。台形など、区
画が未整理の圃場でも、マ
ニュアル運用と比べ効率的に
散布可能。

ＡＢモード

一辺（A点とB点）を指定
することによって、以降の散
布飛行を自動で行ってくれる
ABモード。正方形や⾧方形
の整った圃場に最適。

全自動モード

タブレット上で指定した区画
を自動的に散布する自動
モード。圃場ごとに区画の登
録できるので、繰り返しの散
布作業を簡略化。
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(株) FLIGHTS

HP https://flights-ag.com/
問合せ https://flights-ag.com/contact/

性能・技術

FLIGHTS-AG V2F
農薬散布
肥料散布
粒径0.5～6mmの粒剤
に対応

● 必要機能に特化し、高性能・低価格の農薬散布ドローン
● 初心者にも安定した飛行が可能な機能を搭載
● 液剤タンクと粒剤タンクの付け替えがよりスムーズに
価格

90万円（税別）

発売時期

2022年4月（新モデル）

タンク容量

10.0L

飛行時間

10～15分

散布可能面積

1ha

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1750×1750×620mm

重量

16.5kg（バッテリー込み）

最大離陸重量

26.5kg

マニュアルモードでの250g粒剤
や500g粒剤のスポット散布、
半自動モード（ABモードや
M+モード）での1kg粒剤の均
一散布が可能。

大容量10kgの粒剤タンク

大口径の投入口から容易に薬
剤を投入することができ、散布準
備の手間を軽減

10kg/1haの散布を10分

大口1kg粒剤の場合、1フライト
約10分で、1haに対して10kgの
散布が可能。送信機のスイッチで
散布量調整や散布のON/OFF
操作可能。

簡単操作

ドローンの操作は初めての方でもお使いいただきやすいようにGPSを活用した手動モードに加えて、
更に簡単操作モードを搭載。圃場の形に合わせた２つのモードで簡単な散布飛行

速度連動モード

飛行は手動で行い、速度に合わせて自動的
に散布量を調整。
台形など、区画が未整理の圃場でも、マニュア
ル運用と比べ効率的に散布可能。

ＡＢモード

一辺（A点とB点）を指定することによって、
以降の散布飛行を自動で行ってくれるABモー
ド。
正方形や⾧方形の整った圃場に最適。
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(株)PRODRONE
PD8X

HP https://www.prodrone.com/jp/
問合せ info-jp@prodrone.com

性能・技術
ほ場センシング
鳥獣被害対策

● RedEdge-M（農業用マルチスペクトラルカメラ）搭載
● センサー類や安全装置が標準装備でさらに使いやすく
● 折り畳むと50cmサイズと非常にコンパクトに
価格

要問合せ

発売時期

販売予定

飛行時間

25分

診断可能面積

搭載カメラによる

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1284×545×545mm

重量

7.0kg（バッテリーなし）

PD8X
インテリジェント中型２重反転８枚機。
視差カメラによる前方衝突防止の他各種センサー類を標準装備し、高性
能コンパニオンコンピューターも標準搭載、高度な自律制御を必要とするミッ
ションに対応できます。さまざまな拡張性を備えた新設計のプロドローンGCS
により、緻密な自動飛行も簡単に実行可能。ミッションに応じたペイロード選
択の自由度が高いのも特徴です。 機体は、2 重反転式のローターアームを
折りたたみ式にすることで、収納時のサイズはわずか50cm 四方と非常にコ
ンパクトでありながら、スピーディーな再展開も可能にしています。
インテリジェント機能
高性能コンパニオンコンピューター
を標準搭載し、高度な自律制御
を必要とするミッションに対応します。
これにより、LTE経由のドローン制
御、映像配信などを可能とし、将
来 の 業 務 や 機 能 拡 張 に対 応 可
能。
また、前方ステレオカメラの画像解
析による衝突防止機能を搭載。
プロドローン GCS （ PD‐GCS ）対応
高度な専門性、高度なオートフラ
イトに対 す る 要求 に応 えるプロド
ローンGCS。
ユースケースに応じて飛行プランを
簡単に作成可能。
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(株)PRODRONE
PD6B-Type II (PRODRONE)
運搬
ほ場センシング
鳥獣被害対策
● ペイロード最大30kgの大型ハイパワー6枚機・多用途機
● 持ち運びしやすい折りたたみ構造
● リーグル社VUX-1UAV/miniVUX-1UAVの搭載が可能
価格

要問合せ

発売時期

2019.4

飛行時間

30分

診断可能面積

搭載装置による

サイズ（⾧さ×幅×高さ）

1874×1874×570mm

重量

11.5kg（バッテリーなし）

HP https://www.prodrone.com/jp/
問合せ info-jp@prodrone.com

性能・技術
PD6B-Type2
高い安定性と可搬性を両立させた産業用プラットフォームです。高出力大
型６枚機であり、最大ペイロード30kg。
ペイロードや機能のアレンジを前提に設計されているため、用途にあわせてカ
スタマイズが可能です。
高出力機ながら比較的コンパクトで、アーム展開も簡単なため、現場での
取り回しが容易。
Max30kgのペイロード
高出力モーターと大径プ ロペラの
組み合わせにより、最大30kgの
ペイロードを実現。
安定した飛行姿勢で正確なデー
タ取得を可能にしました。
また、物流業務にも多く利用され
ており、余裕のあるペイロードにより
安定したドローンサービスの運用を
実現。
(写真は物流BOX装着例)

高いカスタマイズ性
ドローンに求められるタスクに応じて、
搭載物（ペイロード）を選択する
ことが可能。
ズームカメラやズームカメラ +赤外
線カメラ、レーザー測量装置などを、
自在に搭載することが可能。
(写真は測量用機器装着例)
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