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

性能・技術

ＴＥＡＤ(株)

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。

● 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

農薬散布

TA408
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TTA JAPAN

価格 68万円（税別）～
発売時期 2019年10月
積載量 5L
飛行時間 ５～15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

● 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

M4E

農薬散布

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

播種

肥料散布

農薬散布

価格(バッテリー充電器込） 168万円（税別）
発売時期 2020年３月
積載量 16L
飛行時間 8～20分
散布可能面積 2.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ） 1808×1566×680mm
重量（バッテリー含む） 19.4kg
最大離陸重量 35.4kg

G200（GPS＋RTKモデル）

肥料散布

播種

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

性能・技術

東京ドローンプラス(株)
ヘリオスアグリ10 (V2)

農薬散布

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 13.0kg(バッテリー込み)

● 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。

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。

肥料散布

播種散布
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HP https://tdplus.jp/
問合せ info@tdplus.jp

性能・技術ヘリオスアグリ5 (V2)

● 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)

農薬散布

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。

肥料散布

播種散布
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● 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）

（アーム展開時）
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

TSV-AQ2S

肥料散布

受粉

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

農薬散布

性能・技術
・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。

東光鉄工(株)

播種

・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。

・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。
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● 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）

（アーム展開時）
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

TSV-AQ2F

肥料散布

受粉

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

農薬散布

性能・技術
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。

東光鉄工(株)

播種

・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。

・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。
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●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

AGR16B/24B

肥料散布

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

農薬散布

(株)DroneWorkSystem
性能・技術

強力散布
６軸機で強力ダウンウォッシュ＆安定
飛行

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。

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。

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。
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HP https://d-w-s.co.jp
問合せ https://d-w-s.co.jp/contact(株) DroneWorkSystem QR

コード

EAGLE15/24/40

物資搬送

苗木運搬

●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）

性能・技術

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）

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。

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。 22



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

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

農薬散布

性能・技術
(株)ナイルワークス

生育状況把握

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。

Nile-T20
・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

・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

・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）

完全自動飛行
＋

高精度飛行

薬剤散布技術
（ドリフト少）

生育診断技術

●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。
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(株) FLIGHTS
FLIGHTS-AG V2

農薬散布

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

● 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

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

肥料散布

性能・技術

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。

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

粒径0.5〜6mmの粒剤
に対応
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。

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
FLIGHTS-AG V2F

農薬散布

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

● 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

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

肥料散布

性能・技術

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。

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

粒径0.5〜6mmの粒剤
に対応
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。
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HP https://www.prodrone.com/jp/ 
問合せ info-jp@prodrone.com

性能・技術
(株)PRODRONE

PD8X
ほ場センシング

● 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）

鳥獣被害対策

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。

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

性能・技術
(株)PRODRONE

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)

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)
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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）

鳥獣被害対策

運搬

ほ場センシング



価格 84万円～（税別）
発売時期 2021年5月
積載量 10L （液剤散布装置）

10㎏（粒剤散布装置）
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） 1160×1160×620mm
重量 11.1kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 24.9kg

●4枚プロペラと吐出ノズル前後切替散布技術は特許取得
●国内生産による散布品質は落下分散性能試験で認定証明
●オリジナル制御装置搭載、直感で使える各種レーダー
●脱着簡単、粒剤散布装置 1キロ粒剤・肥料・豆つぶ剤®対応

豆つぶ®剤はクミアイ化学工業(株)の登録商標です。

HP https://mazex.jp/
問合せ https://mazex.jp/contact.html

飛助MG・DX（2021年モデル）

農薬散布

性能・技術
(株) MAZEX

肥料散布

● 吐出ノズル前後切替装置とは？

①前側プロペラ気流で薬剤を
下に吹き降ろす。

②その上を通過する後側プロペラ
気流でさらに抑えこみ、確実に
薬剤を作物に付着させる。

● 最大の特徴は「薬剤を抑え込むような散布」

プロペラが大きいほど下方へ吹き降ろされる風が強く、薬剤が風に流れにくくなります。
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HP https://mazex.jp/
問合せ https://mazex.jp/contact.html

●中山間地で使い易い日本専用機
●自動散布、直進アシストモード搭載
●オリジナル制御装置搭載、直感で使える高度レーダー
●脱着簡単、粒剤散布装置 1キロ粒剤・肥料・豆つぶ剤®対応

豆つぶ®剤はクミアイ化学工業(株)の登録商標です。

価格 55万円～（税別）
発売時期 2021年5月
積載量 5L （液剤散布装置）

7㎏（粒剤散布装置）
飛行時間 18分
散布可能面積 62.5a/5L
サイズ（長さ×幅×高さ） 990×990×548mm
重量 6.2kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 13.6kg

飛助mini （2021年モデル）

農薬散布

性能・技術
(株) MAZEX

前後進でも変わらなく機体の75％のダウンウォッシュを利用することができ、
横風に強くドリフトを低減することができます。
また24inchと大きなプロペラを使用することで、ダウンウォッシュの到達距離が
伸び、作物の根元まで薬剤を散布することができます。

肥料散布

● バッテリーは少なく。飛ぶ時間は長く。

薬剤を搭載しても電力消費量は大きく変わらず、1つのバッテリーでの散布面積を
向上することにより、少ないバッテリーでの運用が可能です。

● 機体はminiでも、散布性能向上を達成。
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● 住友林業㈱との共同開発機体
● 特許取得した機構で吊り下げ運搬を可能に
● 2オペで運搬スピードと安全性を更に向上

運搬

HP https://mazex.jp/
問合せ https://mazex.jp/contact.html

森飛15 –morito15-（2オペ運搬型） 性能・技術
(株) MAZEX

価格 200万円（税別）
発売時期 2022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） 1042×1042×571mm
重量 11.7kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 32kg

鳥獣被害対策

自動飛行が厳しい視界が悪い現場や、カメラだけでは微調整が難しい現場など
で使用するために、全ての操作を目視内にすることで作業を実現します。
到着地点でも目視内操作ができることで色々なポイントに荷下ろしすることが
でき、その後の作業スピードも向上します。

● ２つの送信機で１台のドローンを操縦

● 運搬物の切離しを自動化 ● 共振防止装置(特許取得済)

運搬物が着地すると自動的に外れる
フックにより荷外し作業が不要になり
大幅な省力化を実現しました。

吊り下げている運搬物の重心が上下
左右にずれた時、衝撃を吸収して安
全な飛行を継続することができます。
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●力強いダウンウォッシュを生み出す二重反転ローター
●３つのフライトモードで快適作業
●高い信頼性を誇るジャパン品質

価格 173万2500円（税込）
発売時期 2019年3月
積載量 8L（8kg）
飛行時間（散布時） 約15分（８ℓ搭載散布）

散布可能面積 1ha/8L（水稲等の場合）
サイズ（長さ×幅×高さ） 1923×2181×669mm
重量 10.3kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 24.9kg

YMR-08
農薬散布

HP https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/ 
問合せ 営業部 053-482-8331

性能・技術
ヤマハ発動機(株)

自動クルーズコントロールモー
ド任意のスピードを維持したまま飛行が可能なフライトモー
ド。一定した速度なので、ムラのない均一した薬剤の散
布を実現します。

自動ターンアシストモード
散布スイッチを押すと自動で減速し、一定の間隔でターン
と往復を繰り返します。熟練した技能が必要とされる機体
操作をサポートすることで、散布精度の向上とオペレーター
やナビゲーターの負担を減らし、疲労軽減にも効果的。

散布作業を最適化する3つのフライトモード
YMR-08のフライトモードは、「ノーマルモード」「自動クルーズコントロール
モード」「自動ターンアシストモード」の3種類を用意。
ほ場やオペレーターの状況にあわせたモードを選択でき、オペレーターにベス
トな散布作業が可能

ノーマルモード
マニュアル操作によるスムーズな操縦ができるフライトモー
ド。山間部といったGPS電波が弱いほ場などに最適。

高度維持機能
機体から地面までの距離を計測し、高度を維持。
畦などの小さな障害物には反応せず勾配10％
までの斜面に対応。
自動ターンアシストモードと併用することにより、
平地でも傾斜地でも均一な薬剤散布が実現可
能。
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●YMR-08基本性能に、オートパイロット機能を搭載
●高精度散布を実現するagFMS（専用アプリケーション）
●散布性能を高めた新型液剤散布装置

価格 206万2500円（税込）
発売時期 2020年3月
積載量 8L（8kg）
飛行時間（散布時） 約11分（８ℓ搭載散布）

散布可能面積 1ha/8L（水稲等の場合）
サイズ（長さ×幅×高さ） 1923×2181×702mm
重量 12.4kg（バッテリーなし）
最大離陸重量 27.0kg以下

YMR-08AP

HP https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/ 
問合せ 営業部 053-482-8331

性能・技術
ヤマハ発動機(株)

散布効率を高めるオートパイ
ロット機能
agFMSにより、自動生成された
散布ルートを忠実に飛行、散布。
オペレーターのスキルによる散布
ムラを無くし、RTK制御による誤
差数センチメートルの位置把握
が高精度な散布を実現

高精度散布を実現するagFMS 
測定モジュールからのほ場計測情
報をもとに散布ルートを作成。
障害物などある場合もその位置を
読み込ませることにより、障害物を
回避した散布ルートを自動生成。
散布途中で薬剤がなくなった場合
にもその位置を正確に把握、補給
後の再散布でのムダを無くす（レ
ジューム機能）。

散布性能を高めた新型液剤散
布装置
agFMSにより、自動生成された
散布ルートを忠実に飛行、散布。
オペレーターのスキルによる散布
ムラを無くし、RTK制御による誤
差数センチメートルの位置把握
が高精度な散布を実現 32
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サービス
提供内容

利用者が
行うこと

サービスチャートの見方︓
紺色 は企業が提供するサービスを、
緑色 は利用者が行う内容を示しています。

（例）
サービス提
供内容

農業用ドローンカタログ
サービス編

農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会
2022.7



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

⽣育状況
把握

⿃獣被害
対策

(株)エアリアルワークス p.1 ● ● ●

(株)OPTiM p.2 ● ●

九州電⼒(株) p.3 ●

国際航業(株) p.4~5 ●

(株)コノエ p.6 ●

(株)サイバネテック p.6 ●

ciRobotics(株) p.7 ●

(株)スカイシーカー p.8 ●

(株)SkymatiX p.9~10 ●

(株)ズコーシャ p.11 ●

ドローン・ジャパン(株) p.12 ●

(株)DroneWorkSystem p.13 ● ●

(株)リアルグローブ p.14 ●

目次



スマート農業総合サービス

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

・農薬散布・肥料散布・遮光材の散布・ビニールハウスの洗浄
・動噴機をつなげたドローンでの多量散布

サービス ・ドローン測量・画像解析・耕作放棄地の調査・作付け調査
内容 ・車両型ドローンでの農薬散布・運搬等

・スマート農業機器を用いたサービス受託・レンタル・シェアリング
・弊社ドローンスクール卒業生へのアウトソーシング

特徴

 ドローンの受託サービス・スクール・販売・レンタル等を総合的に行う
ことにより、さまざまな農家へ適したサービスを提案

 スクール卒業生や生産者のネットワークにより地域ごとのマッチング
が可能

 上空を飛行するドローンだけではなく車両型のドローンも用いて多
面的に提案

価格 ¥2,500/10a～(税別、ボリュームディスカウント有
り)

相談/見積
オペレーターと
打合せ 作業を実施

HP https://arws.jp/ 
問合せ info@arws.jp

QR
コード

実施事例
【動噴ドローン】

(株)エアリアルワークス

イメージ写真
（4.5cm×7.2cm）

【車両型ドローン】

・農薬の多量散布はもちろん太陽光パ
ネルの洗浄や畜舎への石灰散布等も
行っております。

※ドローンでの曳航は別途許可申請が
必要となります
【参考動画】

動噴システム
https://youtu.be/2Ez17_VnYVo
石灰散布
https://youtu.be/RllxouVSiBM

・200Kg積載可能

・液剤タンクを外せば運搬車両に
・作物に応じてカスタマイズ可能
【参考動画】
https://youtu.be/1hs8w8wDPZY

粒剤・水和材 10a ¥2,500

肥料 10Kg ¥2,000

動噴ドローン 100ℓ ¥3,500

【散布受託サービス価格一覧】

1

【対象営農類型】

農薬散布

生育状況把握

肥料散布



(株)OPTiM HP https://www.optim.co.jp/
問合せ https://www.optim.co.jp/contact/agriculture/robotics

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～）（税別）
(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)

農薬散布
【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ドローン農薬散布防除サービス

DRONE CONNECT

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

【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

Agri Field Manager

2



実施事例
 使用機材は、ciRobotics社（大分県大分市）製を採

用しており、散布ルートの軌跡表示機能等を活用して丁
寧な散布を心掛けています。

 令和2年8月31日に、大分県豊後大野市綿田地区にお
いて、ドローン農薬散布の実演を行いました。

 本地区は、平成29年5月に大規模な地滑り被害に見舞
われましたが、約4年ぶりに全区での田植え(約22ha)を再
開しました。

ドローン農薬散布防除サービス

【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

農薬散布ドローンでお客さまのほ場を防除します
〔除草剤（粒剤）の散布は要相談〕

特徴

 中山間地や狭小なほ場でも飛行が可能
 飛行高度が低いので、薬剤飛散（ドリフト）が少

ない
 お客さまのご希望時期になるべく合わせて散布

（お客さまが準備した農薬でも散布可）

価格 要問合せ

HP https://www.kyuden‐drone.jp/
問合せ https://www.kyuden‐drone.jp/contacts/entry

℡ ０９２－９８１－０８０８九州電力（株）

農薬散布

ほ場及び農薬
の事前確認

散布計画書の
作成・提出

防除作業の
実施

実施報告書の
作成・提出

3



圃場の排水性向上や区画整備事業、作付け作物種の大幅変更時の明/暗渠工事
設計に現場測量を人による地点データから地面データへ転換をすることで、設計作業の

効率化や工事関係者から生産者や組合での組織間の合意形成へ活用

圃場の測量
【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

作付け前の圃場をドローンで撮影、画像を解析し
圃場内の凹凸を見える化。レベラー作業等を目的
とした高低差把握、明/暗渠工事設計までを想定
した高精度高低差把握の２プランをご用意。

特徴

 圃場内の凹凸をデータで把握し、適切な土量
の配置計画、圃場均平化の作業効率を実現

 明/暗渠工事設計時に合意形成しやすい絶対
値表示を加えた高精度データにより、設計変更
や複雑な図面設計もスムーズに対応

 垂直水平方向±5cmの精度を実現
（高精度高低差把握プランの場合）

価格 都度見積もり(撮影枚数ならびに画像補正数により確定)

HP https://agriculture.kkc.jp/
問合せ agriculture@kk-grp.jp

QR
コード

実施事例

A

B

※評定点を置きドローン撮影
(※明/暗渠工事設計時のみ)

・その他DSMデータ, 点群データ,メッシュデータ等で提供
・レポートデータを暗渠工事の設計にご活用

その他点群データ,
画像データで提供

「天晴れ」の圃場測量 明/暗渠工事設計向け事例

等高線データ
断面図

3Dデータ
40m

200m

画像
解析

レベラー作業向け 高低差傾向把握プラン

ドローン撮影 DSMデータ

AB

営農支援サービス「天晴れ」 圃場測量

低

高

ドローンによる
圃場の撮影画像の

アップロード

天晴れ
クラウド上で
解析

診断レポートを
ダウンロード
営農にご活用

画像
解析

※ドローンによる撮影依頼は別途ご相談承ります。

国際航業（株）

人の目には水平に
見える圃場でも、
圃場内高低差は
最大0.8m

ドローンで１枚の圃場を
複数枚ラップ形式で撮影します

4



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

ドローンによる撮影画像を解析し、農作物の⽣育
状況を可視化した診断レポートを提供

特徴

 圃場内の⽣育ムラや肥料等の散布ムラを一
面にして全体像を詳細に把握

 新種の栽培傾向の把握にも活用
 人工衛星診断との連携活用も可能
 高品質化、高収量化の実現をサポート
 診断レポートはPC・スマートフォン等で閲覧
 営農管理アプリ/システムと連携

価格 都度見積もり(撮影枚数ならびに画像補正数により確定)

HP https://agriculture.kkc.jp/
問合せ agriculture@kk-grp.jp

QR
コード

実施事例
ドローンの生育診断では、圃場内の生育を詳細に把握することが可能なため、個人
生産者の方や生産部会等ごとに指標となる圃場を撮影した画像を解析・診断の上、
指標圃場をモニタリングし、指標以外の圃場への推測や人工衛星からの広域診断と
併用した地域全体での生育管理にもご活用頂いております。
また、各地の農業関係の研究所や農業試験場等では、新品種の開発や品種改良、
肥料や農薬等様々な試験を行う際の状況把握のためにもご活用頂いております。

国際航業（株）

【ドローンによる⽣育診断の特長・仕様】
・空から圃場一面を奥の方まで詳細に把握
・撮影したいタイミングを記録できる機動性
・空間分解能２~5cm（撮影方法により変動）
・撮影画像を画像補正を行った上での営農用の解析
・マルチスペクトルカメラでの撮影が必要

ドローンによる
圃場の撮影画像の

アップロード

天晴れ
クラウド上で
解析

診断レポートを
ダウンロード
営農にご活用

<<水稲 SPAD値診断>>

実施事例
「天晴れ」のドローン⽣育診断＠水稲圃場

【営農へのご活用レポート】
水稲や麦類が倒伏しない追肥量を追求する検証や試験は、各地の生産現場で取
り組まれており、その計測方法は圃場内に計測点を複数設置してモニタリングする手
法が多く、圃場全体の傾向を詳細に把握する作業量は膨大です。ドローンによる生
育診断を併用することで、適格な計測点の設置や計測した情報を圃場全体に広げ
て比較参照することを可能とします。農作物の具体的な生育状況を可視化する天晴
れの診断メニューは、比較検証する内容も具体的かつ客観的結果であり、実証・指
標圃場から生産圃場全域へ切り替える際にも、農業関係者内での共通言語のまま
活用しやすい等の報告が届いております。

追肥時期に
SPAD値の低い箇所に
追肥量を多めに調整して

高収量化へ︕

営農支援サービス「天晴れ」 ⽣育診断 草地)
(穀類・

※ドローンによる撮影依頼は別途ご相談承ります。 5



水稲 畑作
露地 施設
野菜 野菜

果樹 茶

(株)コノエ
☞連絡先
㈱コノエ 測量事業本部
TEL 06-6747-6051
http://www.konoe.co.jp (株)サイバネテック

農作物の⽣育状況把握

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

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

HP
http://www.cybernetech.co.jp/ 
問合せ
http://www.cybernetech.co.jp/f  
orm3.html

6

ドローンポイント

生育状況把握
【対象営農類型】

サービス
内容 圃場を間違えずに作業する為に

特徴

複数のスタッフや、外注委託で作業を行う場合、隣
の圃場と間違えて薬剤散布をしたり、稲を刈り取っ
たりと言う事例が頻繁に発生して居ます。間違い防
止に一役「ドローンポイント」で解決します。

価格 ￥500円／セット（税別）

指定色の 印字内容 オリジナルポ 現地設置
確認 確認 イント納品



水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

HP https://www.cidrone.jp/
問合せ https://www.cidrone.jp/contact/ciRobotics(株)

農薬散布講習 実施事例

【対象営農類型】

●概要
大分県内の弊社代理店のお客様向けに100名の講

習実績があります。受講者様の中には、初めてドロー
ンを飛ばされる方もいらっしゃいますが、まずは小型ド
ローンの練習から講習がスタートするので安心です。

●カリキュラム

座学講習 基礎実技 散布実技

航空法や電波法、 まずは小型ドローン 農薬散布ドローンを
気象、ドローンの取 で練習をします。 使って、散布動作
り扱いに関する知 ここで基本的な操 や自動飛行の方法
識等を習得します。 作方法を学びます。 を学びます。

●本講習の特長
① 講習期間中にドローン機体の飛行練習および散

布練習ができるよう、「練習申請」を行います。

② 機体を購入する予定のないお客様でも講習受講
可能です。農薬散布ドローンを体験したい方を歓
迎いたします。

サービス
内容

農薬散布ドローンの導入を予定している、または
実際に飛ばしてみたい方向けの講習

特徴

 農薬散布ドローンを導入予定だが、機体を飛ばしてみ
てから決めたいお客様や、ドローンを飛ばしたことはない
が農薬散布ドローンに興味があるお客様向けに、講習
を行います。

 航空法やドローンによる農薬散布を行う上で必要な知
識を座学講習で習得できます。

 講習を修了すると、国の認可を受けた管理団体が発
行するライセンスカードを受け取ることができます。

価格 ¥80,000～¥100,000（税別）

申し込み 講習実施 ライセンスカード発行

農薬散布
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水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

サービス
内容 ドローンを活用した野生鳥獣調査

特徴

・ドローンの自律飛行により調査の大幅な省⼒化
・短時間で広範囲の生息域調査が可能
・立ち入り困難な場所での調査が可能
・撮影したデータをいつでも見返すことが可能
・専門家によるレポート分析が可能

価格 夜間(1泊2日)約100ha 約50~80万円(税別)

HP https://skyseeker.jp/ 
問合せ 03-6260-8960(株)スカイシーカー

イメージ写真
（4.5cm×7.2cm）

ドローンを活用した野⽣⿃獣調査 実施事例(栃木県)

鳥獣被害対策

【対象営農類型】

ドローンを用いた野⽣⿃獣調査

ドローンを活用した 被害防止対策の立案・対策
野生鳥獣調査

初年度 イノシシの生息域調査を実施

調査結果を 撮影されたイノシシ

マップに反映

５５頭のイノシシを確認

次年度 調査結果を基に被害防止対策の立案

罠設置、環境整備を実施(藪刈)

最終年度
同じ場所で再調査を実施(効果測定)

５頭のイノシシを確認

獣種の個体数管理、対策に有効 8



実施事例
(株)SkymatiX HP https://skymatix.co.jp/ 

問合せ info@skymatix.co.jp

葉色解析クラウドサービス 「いろは」

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（税別）
年間定額プラン 180,000円/年（税別）
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。

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 9

概要
● 広島県庄原市の農業法人では、約100haのキャベツ畑を

展開しているが、広大かつ点在する農地を人が見て回り、
生育管理を行うことは課題となっていた。作業効率の向上
を目的に、いろはを導入。

● ドローンによる農地撮影およびクラウドサービスの活用により、
現地に赴かずともPCの農地画像上（※）で生育状況を確
認できるようになった。これによって見回り時間の削減を実現。

結果
● 「いろは」で解析することで、

キャベツの生育ムラや個体
数・重量・サイズなどの把握
が可能となり、追肥箇所や
収量・収穫時期予測の判
断に役立てている。

（※）モニター上での⽣育状況確認



実施事例

● 岩手県遠野市では、1000haを対象とした経営所得安定
対策交付の作付調査にあたり、2週間、1日あたり15名弱
の人員を要していた。作業省⼒化や時間短縮のため令和
2年度よりいろはMapperを導入。

● 現地に赴かずともPC上でドローン（※）画像より作付状況を
確認できるようになり、現地確認に要する時間の7割減、動
員人数の9割減を実現。

(株)SkymatiX HP https://skymatix.co.jp/ 
問合せ info@skymatix.co.jp

いろはMapper

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

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）

生育状況把握
【対象営農類型】

（※）固定翌型ドローン（Wingtra）

10

概要

結果

● さらに、立て札作成等の事前
準備や確認結果の集計の手
作業が不要になる等、作付調
査全体における大幅な省⼒
化に貢献。



ドローンを活用した可変施肥マップ

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（税別、面積要件有り）

HP
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

(株)ズコーシャ

生育状況把握
【対象営農類型】

11



ドローン・ジャパン（株）

葉色解析クラウドサービス 「いろは」

生育状況把握

DJアグリサービス

【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、圃場の生育調査・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
を提供。またローバードローンとの作業連動させるセン
シング解析サービス。
（日経産業記事︓https://onl.bz/QtTQhFg ）

特徴

 事業実績８年の知見とデータ収集による解析
 各植生解析とともに汎用空撮用ドローン

（RGBカメラ）による各種解析（ex:株数カウント・
葉面積率・雑草と本作物識別解析など）

 農研機構との共同研究による地⼒解析実績
 ローバーや直播/追肥散布ドローン連携
 有機栽培・減農薬/化学肥料栽培支援

価格 基本解析︓￥20,000～/年
詳細解析︓基本解析＋￥20.000～/年（詳細 要問合せ）

HP ︓https://www.drone-j.com
詳細︓https://www.drone-j.com/agriculture
問合せ︓https://www.secure-
cloud.jp/sf/business/1537255904BxsNhEiE

12

Process

https://onl.bz/QtTQhFg
https://www.drone-j.com/
https://www.drone-j.com/agriculture
https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1537255904BxsNhEiE


農業、林業現場における
ドローンによる物資搬送事業

【対象営農類型】

植林の
為の苗
木搬送

獣害柵
搬送

苗搬送
その他
作業道
具搬送

サービス
内容 農業、林業等における物資搬送請負業

特徴

 山中等における人工をあまり必要としない
スピーディで効率的な２点間物資搬送。(3点間も可
能）

 デュアル操縦機能搭載。
 農業資材運搬や山間地区での収穫物等の搬送。
 遠距離でも 2 オペレーターでの確実な

作業が可能。

価格 要問合せ
（作業内容によってお見積もりいたします）

依頼主との現地及び搬
送物数量等の
確認・見積り

ドローンを使用して現
地での2オペレーター運

搬作業

現地での荷物を機体
につける作業のみ

（機体につける作業も請負可）

QR
コード（株）DroneWorkSystem

運搬

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

ドローンによる農薬散布、請負事業

散布

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

サービス
内容 農薬散布 請負業

特徴  大容量散布機AGRによる16L、24Lで行う請負散布。
 最大粒径12ｍｍ迄の粒剤散布可能。

価格 要問合せ
（作業内容によってお見積もりいたします）
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Hec-Eye（ヘックアイ）

【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

ドローン映像と位置情報をリアルタイムで配信
デジタルマップであらゆる情報も一元管理

特徴

 ドローン映像をリアルタイムで配信することで現
場の様子を遠隔地で確認することが出来る。

 位置情報付きで情報管理できるため、情報整
理の手間を省き、分析が容易に。

 地図ベースのシステムで使い易い。

価格 720,000/年～（税別）

ドローン映像の
リアルタイム配信

位置情報付きで
データ管理

効果的な被害
対策が可能

HP https://hec-eye.realglobe.jp
問合せ 03-6380-9372 [Hec-Eye担当︓渡邊]

実施事例
(株)リアルグローブ

概要
• 赤外線カメラを搭載したドローンを飛行し有害鳥獣の生態を

行った際に「Hec-Eye」を活用し、リアルタイム映像配信を実
施したことにより、操縦者と補助者に加えて複数人での捜索を
可能にし、多くの有害鳥獣を発見することを実現。

鳥獣被害対策

結果
• 調査時に有害鳥獣を発見したのは全て補助者か遠隔での映

像確認者であり、パイロットは操縦に集中しているため発見す
ることが難しいということを確認。

• 「Hec-Eye」ではドローンのフライト位置も保存できるため、映
像確認後にある程度の位置を予測し足跡の発見もでき、連
携して捕獲行動に向けスムーズな情報伝達を実現できる確
認。

• 地図上に情報を残すことも
可能なため、目撃情報、
足跡、捕獲位置を登録す
ることで、調査時の場所選
定や狩猟場所の選定にも
活かすことが可能。

「Hec-Eye」による情報共有 14
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