
概要
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11．ほ場・施設環境モニタリング（環境制御システムを含む）

● ほ場やハウス内外の環境（温湿度、日射量、風速、CO2濃度
等）を各種センサーで自動測定し、タブレット等において確認可能

● 環境制御システムは、農業者による設定値と測定値に基づき、
自動で天窓の開閉やかん水等を実施

● データに基づく栽培により、ハウス内環境を最適に保ち、高品質化
や収量の増加・安定化が可能（収量増加率:約15～25%）

● 離れた場所からほ場やハウス内の環境を確認可能

導入のメリット

環境制御システム付き:100万円～500万円 ／ モニタリングのみ:約7万円～
＊別途クラウド利用料等かかる場合があります
＊センサーの種類・本数等により異なるため、詳細は各メーカーにお問い合わせください

【環境制御システム付き】
ITbookテクノロジー㈱
IDEC㈱
アルスプラウト㈱/㈱サカタのタネ
イノチオアグリ㈱
小林クリエイト㈱
㈱サンホープ
㈱三和/ユアサ商事㈱
㈱ジョイ・ワールド・パシフィック
㈱誠和

㈱セラク
㈱SenSprout
㈱テヌート
㈱デンソー
㈱ニッポー
㈱NEOAGRI
㈱ルートレック・ネットワークス

●主なメーカー（本資料に掲載）

●価格帯（目安）

気温

CO2濃度

〇環境制御システム付き

【ほ場・施設環境モニタリングのみ】
㈱IT工房Z
宇治茶ブランド拡大協議会
エア・ウォーター・バイオデザイン㈱
㈱A・R・P
NECソリューションイノベ－タ㈱
NKE㈱
㈱NPシステム開発
ソフトバンク㈱
ベジタリア㈱
㈱ポーラスター・スペース
ボッシュ㈱
ラピスセミコンダクタ㈱

ITbookテクノロジー㈱:国産次世代型環境統合制御機
温調みつばち

☞連絡先
ITbookテクノロジー(株) 営業本部
TEL:042-523-1177
sales@itbook-tec.co.jp
https://www.itbook-tec.co.jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

無線式
センサー

生産者のわがまま
めいっぱい詰め込みました

● 施設園芸分野のトップランナーが蓄積した制御ロジックが組み込まれています。
● IoT・クラウド・体験設計といった最新テクノロジーとアナログ的感覚が融合した統合環境制御機です。
● 施設の環境を取得し統合的な判断で設備をコントロールし最適な環境を作りだします。
● 自動制御・クラウド対応・遠隔操作・自立運転・多段制御・緊急時警報といった基本機能と、多様
な制御を柔軟に設定できるプロファイルを備えています。

● 施設栽培での課題である、制御性能・耐雷性能・コスト適正化を実現しています。
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● 園芸施設に備わった機器を制御し作物にとって最適な環境を自動的に作り出すシステム
①本体一式で10区画まで制御できるため、小規模複数ハウスや大規模多区画ハウスまで日本の様々なハウスに対応
②同社製品の潅水制御盤や培地重量センサと組み合わせることで、遠隔地から潅水の計測・制御設定の変更まで可能
③高精度、高耐久性のセンサを使用

●タイマー潅水、流量潅水さらに日射潅水もできるプロフェッショナルな潅水システム!
●潅水系統は8系統で、液肥混入機も２系統コントロールできます。
●細かく潅水をコントロールできるハイスペックタイプ。

☞連絡先
IDEC株式会社
新規事業開発統括部
06-7668-5005
inquiry_gs@jp.idec.com
https://green.idec.com/index.html
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小林クリエイト㈱:
生育に応じた最適肥料処方システム「iponics」

☞連絡先
小林クリエイト㈱ アグリ事業部
0545-63-8100
iponics@k-cr.jp
https://k-cr.jp/

【対象営農類型】

●自社の植物工場で得た肥料管理のノウハウをシステム化し、個々の水耕栽培の現場にあった培養液管理を実現する肥料処方管理システム、
iponicsを開発。

●培養液内イオン成分の測定結果と灌水状況から作物の肥料吸収状況を分析、ユーザーが設定したイオンバランスを維持する肥料レシピを出力
する。季節性の吸収濃度の変化や、作物特有の肥料吸収特性等を考慮したより柔軟かつ効率的な肥料管理を実現する。

●施肥の記録や分析情報等はグラフィカルにまとめられ、一目で過去の管理情報が参照可能。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

株式会社サンホープ:スマート・サテライト・システム

☞連絡先
（株）サンホープ 企画課
03-3710-5675
cs@sunhope.com
https://www.sunhope.com

【対象営農類型】

【価格】
要問合せ

●サテライトセンシングにより成⾧に合わせ
た最適なかん水量を算出。

●収量UP、農作業の効率化、持続可能
な農業のための水資源の有効活用に
貢献するかん水システム。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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㈱三和/ユアサ商事㈱
:無線型土壌水分センサによる潅水制御システム

☞連絡先
㈱三和
048-567-3030
info@kk-sanwa.jp
http://www.kk-sanwa.jp/
ユアサ商事㈱ 新事業開発部
03-6369-1097
http://www.yuasa.co.jp/

【対象営農類型】

【価格】
￥５００，０００~
※センサの数量により異なります。

●無線型土壌水分センサを多数配置し、各箇所の水分と温度を計測、見える化します。
●計測したデータをもとに水分が少なくなった箇所の散水が可能です。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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●圃場に設置したセンサーで圃場の環境データを常時計測しクラウドに蓄積する環境モニタリング（①みどりモニタ）、及び、環境
制御盤にみどりモニタを繋げ、遠隔地からスマートフォンを利用して環境制御を行うサービス（②環境制御オプション）を組み合わ
せることで、モニタリングと制御の自動化を支援するスマート農業技術を展開。

●施設園芸以外にも、露地栽培や水稲の環境計測（土壌計測や水稲の水管理）に活用可能。

☞連絡先
㈱ジョイ・ワールド・パシフィック
TEL:0172-44-8133
info@j-world.co.jp

㈱ジョイ・ワールド・パシフィック:あぐりセンスクラウド

●温度・湿度・気圧センサーを標準装備し、環境計測やアラートに対応。園芸、
露地、水稲、果樹などの遠隔環境モニタリングが可能。カメラ画像、計測
データ はクラウドにより蓄積され、どこでも閲覧可能。

●また、取得したデータから各種演算等を行い、気象、病虫害予測をおこなう。
●あぐりウォーター（自動灌水制御盤）と連携し、園芸・露地、水耕・土耕で利用可。

スマホで設定

問合せフォーム

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶スマホで設定

あぐりウォーター（自動潅水制御盤）と連携可能

あぐりセンス
クラウド



㈱テヌート:光合成効率促進装置「コンダクター」

●のべ400種類のセンサーを接続可能。CO2ガス＆Air混在独
立制御（群落内、培地、液肥への施用）が可能で、10カ
所のエリアを個別独立制御し、測定データ、制御項目、CO2
ガス消費流量等の履歴データを１分毎に収集。

●LEDは、20系統独立制御、CO2だけでなく、各種ガス体制
御可能。GPS時計による日出、日没連動制御可能。

●太陽光パネルでの蓄電センサ、無線モジュール対応可能。数
百mへの無線通信制御可能。

☞連絡先
TEL:080-7792-0116
FAX:03-6859-8401
contact@tenuto.co.jp水稲 畑作 露地

野菜
施設
園芸 果樹 茶

【対象営農類型】
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㈱SenSprout:SenSprout Pro灌水制御システム

☞連絡先
㈱SenSprout
info@sensprout.com
http://sensprout.com/ja/

● PC、スマホから遠隔にて簡単に灌水予約。灌水作業に要する工数・移動時間を削減。
● 土壌水分・温度を計測するSenSprout Proセンサーシステムと連携可能。
● 土壌水分の適正管理により作物の安定収量に貢献。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

圃場（ビニールハウス等）

灌水GW

センサーGW
電磁弁 土壌水分

センサー

灌
水

3G

920MHz

Webで灌水予約

Webで土壌水分量
チェック

有
線

有
線

灌水制御装置

●自動車で培った空調技術を活かした統合環境制御で
ユーザーのハウス作業管理工数軽減、省力化に貢献。

●ハウスの状態をリアルタイムに遠隔から「見える化」

㈱デンソー:統合環境制御装置・強制換気システム
②強制換気システム
(新技術)

①統合環境制御装置
(プロファームコントローラー)

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

従来ハウス

自然換気

新技術

強制換気

天窓、側窓からの
“風まかせ”自然換気

↑ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
紹介ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

☞連絡先
（株）デンソー

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ事業推進部
TEL:0566-55-9118

”安定した換気量“の確保

●気流によるハウス内温度の均一化や、夏
場のハウス環境を改善。気候に左右され
にくく、安定生産に貢献。
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㈱NEOAGRI:アグリモート

☞連絡先
㈱NEOAGRI（ネオアグリ）
052-935-9900
kawasaki@neoagri.co.jp
https://www.neoagri.co.jp/

■植物栽培管理監視システム『アグリモート』ビニールハウスから
閉鎖型植物工場まで。インターネットとパソコン、スマートフォン、タ
ブレットを利用しハウス栽培の自動化、遠隔監視を行うことを目
的に開発しました。
●遠隔でのハウスの窓・カーテン・電磁弁などの開閉、送風機、照
明などのON/OFF操作。カメラ画像で現在の状況を確認 する
事が出来ます。
●設置した各種センサ（温度・湿度・照度・CO2・土壌湿度・
雨）を利用し、以下のことが出来ます。
●設定した閾値より開閉、ON/OFF操作の自動運転。
●異常を検知し、メールで通知。
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株式会社ニッポー:統合環境制御盤「ハウスナビ・アドバンス」

☞連絡先 株式会社ニッポー
TEL:048-255-0066
✉ info@nippo-co.com
https://www.nippo-co.com/

【対象営農類型】

【価格】
￥1,430,000～（税込）

●納入範囲:制御盤本体 、センサユニット、雨センサ、気象観測
器、日射センサ、乾湿球温度センサ用ボックス×各1

●ハウスナビは今までバラバラだった換気・暖房・カーテン・炭酸ガス施用などを相互に連携させ、ムダが無くバランスのとれた環境
づくりを行う統合環境制御盤です。パソコンと接続せずに、本体のタッチパネルでハウス内データを確認することができます。

●環境データ、機器の動作状況はパソコンでモニタ、記録できます。また、クラウドサービスの利用で遠隔管理も可能です。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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〇ほ場・施設環境モニタリングのみ

☞連絡先
宇治茶ブランド拡大協議会 事務局 (京都府茶協同組合)
0774-23-7711 ujicha@gfkyoto.jp
http://www.gfkyoto.jp/uji/

㈱IT工房Z:環境モニタリングシステム

☞連絡先
名古屋市中区丸の内2-2-5
TEL:052-218-3318
info@itkobo-z.jp
https://itkobo-z.jp/
https://itkobo-z.jp/inquery_agrilog

●気温、湿度等の各種センサーや通信機能等を内蔵した「ログBOX」を施設内に設置し、データをクラウドサーバへ自動転送・
蓄積。容易に施設内環境情報をモニタリング、オプションセンサにより日射、地下部や排液もモニタリング。

●PCやスマートフォンにより時間、場所を問わず施設内環境を確認可。また異常を知らせるメール機能、仲間同士で環境デー
タを共有できるフォロー・フォロワー機能を搭載。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

㈱ルートレック・ネットワークス:AI潅水施肥ロボット「ゼロアグリ」

●一般的なパイプハウスにおいて活用できる、水やり・肥料やりの自動化装置。
●各種センサーの値から、作物の生⾧や天候に合わせて潅水量を自動調整及び供給を行

い、土壌を最適な状態に保持。

①潅水施肥の90％自動化で
農業経営者の時間を創出

②低コストで環境制御
収量・品質の向上

③栽培ノウハウはデータ化
技術の伝承

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

既存のハウスに
設置可能

●水稲の育苗ハウスでの野菜栽培にも活用可

☞連絡先
㈱ルートレック・ネットワークス
TEL:044-819-4711
mktg@routrek.co.jp
https://www.zero-agri.jp/

ゼロアグリ詳細
についてはコチラ→
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〇ほ場・施設環境モニタリングのみ

☞連絡先
宇治茶ブランド拡大協議会 事務局 (京都府茶協同組合)
0774-23-7711 ujicha@gfkyoto.jp
http://www.gfkyoto.jp/uji/

㈱IT工房Z:環境モニタリングシステム

☞連絡先
名古屋市中区丸の内2-2-5
TEL:052-218-3318
info@itkobo-z.jp
https://itkobo-z.jp/
https://itkobo-z.jp/inquery_agrilog

●気温、湿度等の各種センサーや通信機能等を内蔵した「ログBOX」を施設内に設置し、データをクラウドサーバへ自動転送・
蓄積。容易に施設内環境情報をモニタリング、オプションセンサにより日射、地下部や排液もモニタリング。

●PCやスマートフォンにより時間、場所を問わず施設内環境を確認可。また異常を知らせるメール機能、仲間同士で環境デー
タを共有できるフォロー・フォロワー機能を搭載。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

㈱ルートレック・ネットワークス:AI潅水施肥ロボット「ゼロアグリ」

●一般的なパイプハウスにおいて活用できる、水やり・肥料やりの自動化装置。
●各種センサーの値から、作物の生⾧や天候に合わせて潅水量を自動調整及び供給を行

い、土壌を最適な状態に保持。

①潅水施肥の90％自動化で
農業経営者の時間を創出

②低コストで環境制御
収量・品質の向上

③栽培ノウハウはデータ化
技術の伝承

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

既存のハウスに
設置可能

●水稲の育苗ハウスでの野菜栽培にも活用可

☞連絡先
㈱ルートレック・ネットワークス
TEL:044-819-4711
mktg@routrek.co.jp
https://www.zero-agri.jp/

ゼロアグリ詳細
についてはコチラ→
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●農業ハウス内の環境をモニタリングし、環境要素のグラフ表示と、飽差表による表現により、植物の光合成の活性化に
向けた農業ハウス内の環境管理を支援。

●また、養液の排液量のリアルタイムモニタリングにより光合成活性に即した給液管理も可能。

☞連絡先
エア・ウォーター・バイオデザイン㈱
03-6666-3508
https://www.awbio.co.jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

土 壌分 析 を も っと 身 近に !
● 農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定
● 光センシング技術と独自のカートリッジシステムを採用、 試薬調合作業が不要で、誰でも簡単に計測可能
● 各成分の量をその場でチャート表示、 作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案
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㈱NPシステム開発:環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher®」

環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher®」で、①圃場状況監視と異常通知、②作業データ入力による作業日誌作成、
③生育記録入力が可能。環境/作業/生育/結果のデータに基づいた改善点の気付きにより、 「安定収量」「品質向上」を実現。
また、さらに④画像解析選果機「太助」、⑤遠隔かん水装置を組み合わせることで作業労力を大幅に軽減。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

☞連絡先
㈱ NPシステム開発 IoT事業部
TEL: 089-994-6294（直通）
komatsu@npsystem.co.jp

ソフトバンク㈱:e-kakashi(イーカカシ)(再掲)

☞連絡先
e-kakashiサポートセンター
080-4871-9129 
sc＠e-kakashi.com
https://www.e-kakashi.com

【対象営農類型】

【価格】
最小セット 106,300円（税抜き）

露地栽培セット 172,300円（税抜き）

施設栽培セット 193,600円（税抜き）
＊別途、月々ｸﾗｳﾄﾞ利用料、接続料が必要です。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

● e-kakashiは、データの見える化だけでなく、植物科学を基に分析し、最適な栽培環境へナビゲートします。
収穫適期やさまざまな病害虫発生予測などにより栽培判断を支援し、あなたの農業を増収や品質向上へ導くお手伝いします。

● データ収集端末は電源不要・完全独立駆動型。施設はもちろん、露地でも、簡単に設置でき、スイッチひとつで起動できます。

e-kakashi ｹﾞｰﾄｳｪｲ
（データ収集端末）

e-kakashiｱﾌﾟﾘ画面ｲﾒｰｼﾞ

施設
野菜 茶果樹
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ベジタリア㈱:フィールドサーバ他

●水稲向け 水管理支援システムPaddyWatch
（パディーウォッチ）を販売。

●水田の水位・水温・土壌温度を自動測定・通
信し、スマホ・タブレットからモニタリング、各水田の
状況を地図上で一元管理が可能。測定データ
はクラウドに蓄積。生育ステージ別の水位閾値
設定によるアラーム通知機能。省電力機能によ
り、乾電池のみで9か月間稼働。また、ウォーター
セル㈱が提供する農業日誌・圃場管理ツール
agri-note（アグリノート）等と連携し、営農管
理システム上で閲覧・管理可能。

☞連絡先 べジタリア㈱
TEL:03-6416-5525
info@vegetalia.co.jp

PaddyWatch

agri-note

FieldSever

アグリノート

フィールドサーバー パディウォッチ

FieldCam
フィールドカム

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶【対象営農類型】

㈱ポーラスター・スペース
:スマホ一体型分光器「スペクトルキャッチャー」

☞連絡先
（株）ポーラスター・スペース 技術部

03-6261-6045
pss_cs@polarstarspace.com
http://polarstarspace.com/

●角度・方位・時刻によって変動するスペクトルをスマートフォンの画面で対象物
を確認しながら計測できる小型分光器

●葉の葉緑素など植物の健康状態、水の懸濁度、栄養度、土壌分析(オプショ
ン)を計測可能。

●NDVI等の植物活力度の値を表示し、サーバーに記録、後から閲覧可能

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【価格】
229,920円/2年レンタル

ボッシュ㈱:病害予測機能搭載モニタリングサービス「Plantect®」

●いつでもどこでもリアルタイムでハウス内の環境（温度・湿度・二酸化炭素・日射量）を確認したり、過去のデータを参
考にすることが可能。

●さらに、病気の感染リスクを通知することにより、タイミングを逃さずに農薬散布ができ、作業量を減らしながら、病気の
被害を抑制できる。（2019年8月現在での病害予測はトマト、きゅうり、いちごに対応）

計測面積 目安
1000㎡ （10a）

アルカリ電池稼働
約1年電池交換不要

通信機対応センサー数
20個

AI病害予測機能
54時間先まで予測

異常値のメール警報機能
標準搭載

☞連絡先
ボッシュ㈱
プランテクトコールセンター
TEL: 048-470-1746
plantect@jp.bosch.com

Plantect HP

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



〇その他システム

IDEC株式会社:ミストシステム

●噴霧制御によりハウス内温度
を低下させる事が可能!
●粒径が小さいのですぐ気化する
ため葉が濡れません。
●高温による収量、品質の低下
を抑制!
●冬場の加温時の暖房効率Ｕ
Ｐ!

☞連絡先
IDEC株式会社
新規事業開発統括部
06-7668-5005
inquiry_gs@jp.idec.com
https://green.idec.com/index.
html

●従来品よりもミストをより遠くに飛ば
すことができ広範囲をカバーできるため
システム価格の低価格化を実現し

ました。
●このミストシステムは、冷却 / 飽
差 / 農薬散布 / 葉面散布がで
きます。
粒径30～35μmでは葉は一瞬だ

け濡れ、葉の温度で気化し乾くレベル
の大きさです。

●薬剤散布する作業をこのシステム
で時間短縮を実現!
●薬剤散布後、残液を洗い流せま
す。次回散布時に前回の残りを気に
する必要がありません。
●他ミストシステムよりも散布量が多
く、ハウス内を霧で満たすことができま
す。
●配管はステンレス製のため、チュー
ブタイプに比べて耐久性があります。

【対象営農分類】

【価格】
オープン

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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ラピスセミコンダクタ㈱:土壌センサ

☞連絡先
ラピスセミコンダクタ㈱
TEL:045-476-9268
https://www.lapissemi.com/ssl
/jp/others-mailform.html

【対象営農類型】

【価格】 オープン価格

●IoT土壌環境センサで地中のリアルタイムモニタリングを実現。
●半導体センサでコンパクトなデザイン、低消費電力化が可能に。
●土壌センサ「MJ1011」に加えて、クラウド型環境モニタリングシステム「フィールドスキャンシステム®」、お手軽なワイヤレスハン

ディメータ「MJ8973」等をラインナップ!

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶




