
参考資料（機体カタログ）
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 その他

企業名

ciRobotics ● ●
ＤＪI ● ●

Drone Work System ● ● ●
EAMS ROBOTICS ● ●

FLIGHTS ● ●
石川エナジーリサーチ ● ほ場の測量

クボタ ● ●
MAC-FACTORY ●
丸山製作所 ●

MAZEX ● ●
Nileworks ● ●

OPTiM ● ●
PRODRONE ● ● ● ほ場の測量

食害虫検知

SAiTOTEC ● ●
ＴＥＡＤ ●
東光鉄工 ● ●

東京ドローンプラス ●
XAIRCRAFT JAPAN ● ● ●

ヤマハ発動機 ● ●



農薬散布

 ３つの散布サポート機能を搭載
 農薬散布に適したプロペラを採用
 出荷前検査の取り組みによる安全性の確保

ciDrone AG （ciRobotics）

価格 要問合せ

発売時期 2018.4

積載量 10L

飛行時間 10～15分

散布可能面積 １ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1300×1300×570mm

重量 10.9kg（バッテリーなし）

最大離陸重量 24.9kg
HP https://www.cidrone.jp/

問合せ https://www.cidrone.jp/co
ntact/

肥料散布

価格 要問合せ

発売時期 2019年春

積載量 10L

飛行時間 10～15分

散布可能面積 1ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1460×1460×616mm

重量 9.8kg（バッテリーなし）

最大離陸重量 23.9kg

HP https://www.dji.com/jp/pr
oducts/enterprise

問合せ agras.jp@dji.com

● MG-1シリーズの特長を備えた、アップグレード仕様
● Phantomシリーズと連動し自動航行
● FPVカメラを新規搭載し、更に安全な飛行を実現

AGRAS MG-1P RTK（DJI）

農薬散布

肥料散布



HP     https://www.dji.com/jp/products/enterprise
問合せ agras.jp@dji.com

● 機体をコンパクトに折りたたむことが可能
● 障害物回避レーダーを標準装備
● 粒剤散布装置も取り付け可能（オプション）
価格 要問合せ

発売時期 2018年6月

積載量 10L

飛行時間 10～15分

散布可能面積 1ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1460×1460×578mm

重量 9.8kg（バッテリーなし）

最大離陸重量 24.9kg

HP https://www.dji.com/jp/pr
oducts/enterprise

問合せ agras.jp@dji.com

AGRAS MG-1SAdvanced(DJI)

農薬散布

肥料散布

農薬散布

価格 要問合せ
発売時期 2019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
HP https://eams-

robo.co.jp/index.shtml
問合せ info@eams-robo.co.jp

● タンクの付け替えにより粒剤・液剤に対応
● 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自動散布可能（オプション）

エアロスプレーヤーAS5(EAMSROBOTICS)

肥料散布



FLIGHTS-AG (FLIGHTS)

農薬散布

価格 82万円（税別）
発売時期 2019年9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） 1530×1530×595mm
重量 14.8kg（バッテリー込み）
最大離陸重量 24.8kg
HP https://flights-ag.com/
問合せ https://flights-

ag.com/contact/

● 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
● 更なる均一散布を実現、従来より発熱を抑えるモーターに

肥料散布

Agri-Flyer(石川エナジーリサーチ)

農薬散布

価格 要問合せ
発売時期 2019年
タンク容量 8.5L
飛行時間 10~14分
散布可能面積 ~1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 2050×2050×500mm
重量 16.9kg（バッテリー込み）
最大離陸重量 25.0kg
HP http://ier.co.jp/
問合せ 0277-46-8155

● 超軽量マグネシウムを採用した強固なボディ構造、高耐久性
● 国産モーター、ESC、FEM・CFD解析活用
● 折り畳み式、可搬性、農薬詰め替え容易、IP43クリア



ハイブリッドドローン(石川エナジーリサーチ)

● 世界初のシリーズハイブリッド長時間飛行ドローン
● ノーペイロードで180分飛行を実現
● 特許技術である無振動エンジンを採用
価格 要問合せ

発売時期 未定

タンク容量 14L

飛行時間 60分～

散布可能面積 1.5ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 2950×2650×700mm

重量 47.0kg

最大離陸重量 60.0kg

HP http://ier.co.jp/

問合せ 0277-46-8155

農薬散布

圃場の測量

農薬散布

価格 要問合せ
発売時期 2019年3月
積載量 10L
飛行時間 約10分(23.8kg時)
散布可能面積 1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1460×1460×578mm
重量 9.8kg（バッテリーなし）

23.8kg（10L搭載時）
HP https://www.kubota.c

o.jp/
問合せ https://www.kubota.co.jp

/toiawase/index.html

MG-1SAK(クボタ)

● 農薬散布作業時の安全と安心を追及した飛行制御
● 障害物検知レーダー搭載により衝突のリスクを低減
● 自動散布を含めた複数の飛行機能で、より高効率に



価格 68万円（税別）
発売時期 2019年10月
積載量 5L
飛行時間 ５～10分
散布可能面積 0.6ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1360×1360×550mm
重量 7kg
最大離陸重量 14kg
HP http://mac-factory.com/

問合せ Mail:ioki@mac-factory.com
TEL:0278-72-5828 
FAX:0278-72-5105

● 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

M4EMAC-FACTORY(MAC-FACTORY)

農薬散布

価格(バッテリー充電器込） 198万円予定
発売時期 2020年３月
積載量 12L
飛行時間 10～25分
散布可能面積 1.5ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1528×1323×605mm
重量（バッテリー含む） 16.6kg
最大離陸重量 28.6kg
HP http://mac-factory.com/

問合せ Mail:ioki@mac-factory.com
TEL:0278-72-5828 
FAX:0278-72-5105

G100（GPS＋RTKモデル)(MAC-FACTORY)

● 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

農薬散布

鳥獣被害対策



農薬散布

価格 220万円（税別）
発売時期 2018年
積載量 5L （散布時最大4L）
飛行時間 10分
散布可能面積 0.6ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 880×1010×450mm
重量 6.5kg（バッテリ-なし）
HP http://www.maruyama.

co.jp/index.html 
問合せ https://www.maruyam

a.co.jp/contact/index.h
tml

● 軽量コンパクトで安定飛行を実現、中山間部でも作業可能
● 各種センサーで位置や高さを保持、簡単に操作可能
● 無人ヘリでも実績のある同社の高圧ピストンポンプを採用

MMC940AC-1(丸山製作所)

農薬散布

価格 220万円（税別）
発売時期 2019年
積載量 9L/粒剤13L（オプション）
飛行時間 16分
散布可能面積 1.1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1337×1530×650mm
重量 11.9kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 24.9kg
HP http://www.maruyama.

co.jp/index.html 
問合せ https://www.maruyama.co.

jp/contact/index.html

MMC1501 (丸山製作所)

● 1ha散布可能な9Lタンク搭載で、作業効率アップ
● 自動離着陸機能を採用し、散布作業の負担を軽減
● １キロ粒剤専用と豆つぶ剤専用の散布装置を準備



飛助MG(2019年モデル)(MAZEX)

農薬散布

価格 99万8千円(税別)
発売時期 2019年4月
積載量 10L
飛行時間 15分(散布時)
散布可能面積 1.25ha
サイズ(長さ×幅×高さ) 1185×1185×520mm
重量 10.7kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 24.9kg
HP https://mazex.jp/
問合せ https://mazex.jp/contact.

html

● 4枚羽+独自散布機構の空中散布技術は特許取得済
● 散布品質は落下分散性能試験で認定証明
● 国内生産・散布性能・コストパフォーマンスを徹底追及

M1000(MAZEX)

運搬

● 農薬散布で培った経験を様々な現場に対応
● 32㎏のペイロードで余裕のある飛行を実現
● ２台の送信機で１台の機体を操縦、安全かつ正確な作業へ

価格 要問合せ
発売時期 2019年４月
推奨運搬量 ～15kg
飛行時間 30分（空荷時）
サイズ（長さ×幅×高さ） 980×980×572mm
重量 10.7kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 32.0kg
HP https://mazex.jp/
問合せ https://mazex.jp/contact

.html



農薬散布

生育状況把握

価格 要問合せ
発売時期 2019年6月
積載量 8L
飛行時間 15~20分
散布可能面積 1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1820×1410×823mm
重量 18.0kg（バッテリー込み）
HP https://www.nileworks.

co.jp/
問合せ info@nileworks.co.jp

● 完全自動飛行（圃場を測量すると飛行経路を自動設定）
● 真っ直ぐな気流と低空飛行で薬剤が均一かつ株元まで散布
● 搭載カメラで稲の生育データを調査開始（開発中）

Nile-T19（量産モデル） (Nileworks) OPTiM Agri Drone(OPTiM)

農薬散布

食害虫検知

価格 要問合せ
発売時期 要問合せ
解析内容 可視光画像

マルチスペクトル画像
飛行時間 10～30分
診断可能面積 1~15ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 780×780×300mm~
重量 カスタマイズにより変化
HP https://www.optim.co.jp/

問合せ https://www.optim.co.jp/c
ontact/agriculture/robotics

● 独自設計により様々なカメラデバイスの搭載が可能
● 複数の画像解析方式、通信デバイスに対応
● ピンポイント農薬散布、自動走行を実現



OPTiM Hawk (OPTiM)

生育状況把握

● 航続1時間＆30kmを実現、広範囲をデジタルスキャン
● マルチスペクトラムカメラSequoia等により安定した空撮を実現
● 複数の通信デバイスの選択が可能

価格 要問合せ
発売時期(PRODRONE) 要問合せ
飛行時間 60分～
診断可能面積 100ha~
サイズ（長さ×幅×高さ） 1650×4200×300ｍｍ
重量 5.2㎏

HP https://www.optim.co.j
p/

問合せ https://www.optim.co.j
p/contact/agriculture/r
obotics

PD8X(PRODRONE)

生育状況把握

● 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）
HP https://www.prodrone.c

om/jp/
問合せ info-jp@prodrone.com

食害虫検知

鳥獣被害対策



PD6B-Type II (PRODRONE)

● 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.c
om/jp/

問合せ info-jp@prodrone.com

運搬

鳥獣被害対策

圃場の測量

価格 要問合せ
発売時期 2019年3月
積載量 10kg
飛行時間 20分(最大）
散布可能面積 1ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1100×1250×680mm
重量 13.6kg（バッテリー込み）
最大離陸重量 24.0kg
HP http://www.saitotec.co

m/
問合せ 0556-48-8378

農薬散布

運搬

● 液体散布だけでなく、下部を組み替えることにより顆粒散布
や荷物運搬などに対応可能

● アーム部分が折りたためるので携帯性に優れる

KATANA6S1200F (SAiTOTEC)



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
HP http://www.saitotec.com

/
問合せ 0556-48-8378

KATANA12D1750F (SAiTOTEC)

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

X-F1 (SkymatiX)

農薬散布

価格 要問合せ

発売時期 2017年

積載量 10L

飛行時間 13～25分

散布可能面積 1ha~

サイズ（長さ×幅×高さ） 1957×1957×660mm

重量 13.2kg（バッテリー含む）

HP http://skymatix.co.jp/

問合せ info@skymatix.co.jp

● ８個のローターによる安定した飛行性能
● 全天候仕様で雨天時でも飛行が可能



X-S1 (SkymatiX)

生育状況把握

圃場の測量

● 同社葉色解析サービス「いろは」との連携
● 全自動で圃場の全体と詳細を撮影可
● クラウド経由で常時葉色を診断可能

価格 要問合せ

発売時期 2017年

飛行時間 30分

サイズ（長さ×幅×高さ） 1180×1180×473mm

重量 4.6kg(バッテリー含む)

HP http://skymatix.co.jp/

問合せ info@skymatix.co.jp

農薬散布

価格 255万円～

発売時期 2018年10月

積載量 10L

飛行時間 10~14分

散布可能面積 1ha/10分

サイズ（長さ×幅×高さ） 1650×950×700mm

最大離陸重量 27.5㎏

HP http://www.tead.co.jp/

問合せ http://www.tead.co.jp/
contact/

自動飛行対応モデル
Mulsan DAX04 Type T(ＴＥＡＤ)

● 国内で初めて性能認定を受けたマルチローター
● 安定な散布、ダウンウォッシュの強化
● 噴霧量を送信機で調整可能



● 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

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

contact/

農薬散布

自動飛行対応モデル
TA408(ＴＥＡＤ) TSV-AH1(東光鉄工)

農薬散布

価格 要問合せ
発売時期 2017年1月
積載量 4L /粒剤3kg
飛行時間 6分
散布可能面積 0.5ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1074×940×550mm
重量 10.0kg(バッテリーなし)
最大離陸重量 20.0kg
HP https://tokouav.jp
問合せ uav@toko-akita.co.jp

● 散布装置はワンタッチで脱着可能
● 小型で中山間部の狭い散布に便利
● アームが折り畳め、持ち運びも楽

受粉

肥料散布



TSV-AH2 (東光鉄工)

農薬散布

● 折りたたみ式のプロペラを採用
● Li-Proバッテリーを下部に配置、安定飛行を実現
● 自動航行化のパーツを搭載し機器を拡張可
価格 要問合せ

発売時期 2018年3月

積載量 10L /粒剤9kg

飛行時間 12.5分

診断可能面積 1.25ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1450×1200×668mm

重量 12.0kg（バッテリーなし）

最大離陸重量 24.2kg

HP https://tokouav.jp

問合せ uav@toko-akita.co.jp

受粉

● 高性能で驚きの低価格を実現
● 飛び地や1枚が4反(a)以下のほ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

価格 65万円(税別)

発売時期 2017年3月

積載量 5L

飛行時間 6分

散布可能面積 0.5ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 1404×1215×500mm

重量 6.2kg(バッテリー込み)

HP https://tdplus.jp/

問合せ info@tdplus.jp

農薬散布

ヘリオスアグリ5(東京ドローンプラス)

肥料散布



ヘリオスアグリ10 (東京ドローンプラス)

農薬散布

価格 92万円(税別)

発売時期 2017年3月

積載量 10L

飛行時間 8分

散布可能面積 1ha

サイズ（長さ×幅×高さ） 2250×2198×548mm

重量 10.3kg(バッテリー込み)

HP https://tdplus.jp/

問合せ info@tdplus.jp

● 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

価格 要問合せ（一式）

発売時期 2019年

積載量 10L

飛行時間 10～15分

散布可能面積 12ha/h

サイズ（長さ×幅×高さ） 1852×1828×403mm

重量 18.0kg（バッテリー込み）

問合せ inquiry-
jp@xaircraft.com

農薬散布

● 完全自動飛行、完全自動散布
● 防水/防塵(IP67)
● バッテリー、ケミカルタンクはワンタッチで交換可能

P20 (XAIRCRAFT JAPAN)

mailto:inquiry-jp@xaircraft.com


価格 要問合せ（一式）

発売時期 2019年

積載量 16L

飛行時間 10～15分

散布可能面積 13.4ha/h

サイズ（長さ×幅×高さ） 2018×2013×390mm

重量 22.0kg（バッテリー込み）

問合せ inquiry-
jp@xaircraft.com

P30 (XAIRCRAFT JAPAN)

農薬散布

● 完全自動飛行、完全自動散布
● 防水/防塵(IP67)
● バッテリー、ケミカルタンクはワンタッチで交換可能

農薬散布

● ノズル上部は二重反転ローターで、力強いダウンウォッシュ
● フライトモードは３種類、スキルに合わせた操縦が可能
● 自動ターンアシストモードで、農薬散布ムラを解消

YMR-08 (ヤマハ発動機)

価格 255万5千円（税別）
発売時期 2019年 3月
積載量 8ℓ
飛行時間 15分
散布可能面積 1ha/8ℓ
サイズ（長さ×幅×高さ） 1923×2181×669mm
最大離陸重量 24.9kg
HP https://www.yamaha-

motor.co.jp/ums/
問合せ https://www.yamaha-

motor.co.jp/support/

mailto:inquiry-jp@xaircraft.com


農薬散布

価格 15万円（税別）
発売時期 2019年 3月
最大タンク容量 10ℓ
ノズル数 / ポンプ形式 ２ / ギア
吐出量（速度連動） 0.5~1.1ℓ/分
サイズ（長さ×幅×高さ）
※ スキッド形状変化

1216×573~673×383
~500mm

重量 10.6kg
HP https://www.yamaha-

motor.co.jp/ums/
問合せ https://www.yamaha-

motor.co.jp/support/

● 着陸時の衝撃を吸収するスキッドを採用
● 二重反転のため、前後進での散布幅に差異無し

SP1-10（散布装置） (ヤマハ発動機)



参考資料（サービスカタログ）
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 その他

企業名

OPTiM ● ●
サイバネテック ●
Sky Seeker ●
SkymatiX ● 作付調査

ズコーシャ 土壌肥沃度把握

Drone Japan ●
ヤンマーアグリジャパン ● ●



Agri Field Manager (OPTiM)

農薬散布

DRONE CONNECT (OPTiM)

生育状況把握

登録
作業依頼

マッチング 防除作業
の実施

ドローンでほ場を撮
影・画像をクラウド
にアップロード

クラウド上で
一括管理・画像分
析・病害虫判定

解析結果を元に、
適切な生育管理

を実施

サービス
内容

農業者とドローンパイロットをマッチングするサービス。
農薬散布やセンシング等の作業依頼が可能

特徴
 各種ドローンパイロット育成企業と提携してお
り、プロパイロットを数多く有している

 散布したい時にプロパイロットをすぐマッチング！

価格 200円/a（1ha～）
(サービス利用料は時期により変動。上記は令和元年9月時点)

HP https://www.optim.co.jp/

問合せ https://www.optim.co.jp/contact/agric
ulture/robotics

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

サービス
内容

ドローンで撮影した画像やセンサーデータを活用し、
作物の効果的な生育管理を可能にするほ場管
理サービス

特徴
 画像から病害虫の被害や植生を分析、管理
 センシングデータから環境データを見える化

価格 要問合せ

HP https://www.optim.co.jp/

問合せ https://www.optim.co.jp/contact/agric
ulture/robotics

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

ほ場管理サービス ドローン農薬散布防除サービス



農作物の生育状況把握(サイバネテック)

生育状況
把握

【対象営農類型】

水
稲

畑
作

露
地
野
菜

施
設
野
菜

果
樹 茶

サービ
ス内容

マルチスペクトルカメラを搭載したドローンでほ
場を撮影し、NDVIマップを含む各種解析
データを提供

特徴
 ドローン、マルチスペクトルカメラ、自動飛
行アプリ、解析ソフト等の全てを販売可能

 リクエストに応じて、上記機器・解析ソフト
の現地トレーニングも実施

価格 要問合せ

HP http://www.cybernetech.co.jp/

問合せ http://www.cybernetech.co.jp/form
3.html

ドローンによる
センシング

画像解析デー
タの作成・提供

解析結果を元
に、適切な生
育管理を実施

マルチスペクトラルセン
サー

鳥獣被害
対策

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

サービス
内容

ドローンに搭載された高精細カメラ等を利用し、個
体数や生息域を正確に把握

特徴
 実際の撮影データから画像解析システムによ
るマッピングデータの落とし込みまでを提供

 従来の人的な作業では困難であった危険箇
所や夜間の調査が可能

価格 要問合せ

H P http://skyseeker.jp/

問合せ http://skyseeker.jp/contact/

夜間飛行による
撮影

画像解析を利用
したレポートの提供

解析結果を元に、
地域で対策を検

討

ドローンを活用した鳥獣被害対策調査(Sky Seeker)



葉色解析クラウドサービス 「いろは」 (SkymatiX)

作付調査

いろはMapper (SkymatiX)

生育状況把握
【対象営農類型】
水稲 畑作 露地

野菜
施設
野菜 果樹 茶

サービス
内容

ドローンで取得した画像をクラウド上に保存、時系
列で管理し、画像の解析を実施。

特徴

 農地の雑草マップや生育診断マップ、葉物野
菜の収量予測に加え、ほ場の高低差を測定
するDSMやオルソ画像の生成も可能

 市販のドローンで撮影した画像で利用可能
 作物や生育ステージに応じた多様な解析メ
ニューを提供

価格
従量課金プラン 12,000円/年
年間定額プラン 180,000円/年
オプションとして機体のレンタルや撮影の代行、またドローンによる撮影オペレー
ションやいろはの利用方法の講習といったサービスも提供。

HP https://skymatix.co.jp/

問合せ info@skymatix.co.jp

【対象営農類型】
水稲 畑作 露地

野菜
施設
野菜 果樹 茶

ドローンでほ場を撮
影・画像をクラウド
にアップロード

解析・結果を
クラウド上に表示

解析結果を元に、適
切な生育管理を実施

ドローンで農地を撮影
画像をクラウドにアップ

ロード

農地GISとリンクする
形で地図上に画像を

マッピング

クラウド上の農地画
像から作付状況を確

認

サービス
内容

ドローンを活用した作付調査を効率化するための
ソリューション

特徴

 撮影した農地画像をクラウド上にマッピングし、
クラウド上で作付けを確認

 自治体が管理する農地GISとの連携も可能
 オペレーターを派遣し、マルチローターや固定
翼ドローンにより効率的に撮影を実施

価格 応相談（対象面積や撮影環境等により変動）

HP https://skymatix.co.jp/

問合せ info@skymatix.co.jp



ドローンを活用した可変施肥マップ(ズコーシャ)

土壌肥沃度
把握

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

サービス
内容

畑地土壌をセンシングして、ほ場内の窒素肥
沃度を把握し、窒素可変施肥マップを作成・
提供

特徴

 一度窒素肥沃度を把握すると、その情報
は数年に渡り、施肥に活用することが可能

 窒素可変施肥マップと連動可能な施肥機
を使用すれば、自動で適切に施肥すること
が可能

価格 2,000円 / 10a（面積要件有り）

H P http://www.zukosha.co.jp/

問合せ zksinfo@zukosha.co.jp

ドローンによる
センシング

画像解析による、
可変施肥マップの

作成

自動可変施肥
機と連動した施

肥

ドローンによる
センシング

クラウド上に
保存・管理
・画像解析

レポート
の提供

解析結果を元
に、適切な生育
管理を実施

DJアグリサービス(Drone Japan)

生育状況
把握

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

サービス
内容

ドローンでセンシングし、圃場管理情報、営農指
導支援情報、収穫判断支援等の各種データ提
供

特徴
 ユーザーの課題や目標に対して、最適なセン
シング手法と計画を立案

 農地間のむらや生育状況の変化を図示しな
がら、時系列比較、圃場比較が可能

価格 ￥20,000～／年（詳細 要問合せ）

H P ・
問合せ https://www.drone-j.com/



リモートセンシング(ヤンマーアグリジャパン) マップ連動可変施肥(ヤンマーアグリジャパン)

生育状況把握

生育マップ情報
の取り込み

施肥量マップの
作成・提供

防除作業の
実施

ドローンによる
ほ場の撮影

画像分析
生育マップ
の作成

結果をwebに
表示

（撮影から５日後）

解析結果を元
に、適切な生
育管理を実施

サービス
内容

ドローンによるリモートセンシングで測定・分析した
データをもとに、圃場内の稲の生育状況に応じて
肥料の量を自動で調整し、無人ヘリで散布。

特徴

 可変施肥で適正な量の肥料を散布すること
で圃場内の窒素吸収量を均一化

 生育ムラを減少・肥料コストを低減

価格 25,000円（税別）/ha（5ha～）

HP https://www.yanmar.com/jp/

問合せ 06-6376-6032

【対象営農類型】

サー
ビス
内
容

幼穂形成期に特殊カメラを搭載したドローンで上
空から圃場を撮影・解析し、「葉の色」と「葉の茂
り」から生育状況を診断するサービス。

特
徴

 生育マップの色分布で生育状態が一目瞭然
 リモートセンシング後の対策に役立つ「改善処
方ナビゲーションマップ」を提供

価
格 15,000円（税別）/ha（10ha～）

HP https://www.yanmar.com/jp/
問
合せ 06-6376-6032

【対象営農類型】

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶

ファームアイによる ヤンマーヘリ＆アグリによる

肥料散布

水稲 畑作 露地
野菜

施設
野菜 果樹 茶
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