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12．その他農産関係

〇技術伝承システム
NECソリューションイノベータ㈱ :NEC 農業技術学習支援システム

●マニュアル化が困難とされてきた熟練農業者の栽培ノウハウを「見える化」し、新規就農者や非熟練農業者の技術習得に
活用するシステム。

●産地の熟練技術の保存と継承、新規就農支援などボトムレベルの早期向上、指導員による指導の効率化と指導レベル
の均一化、教育現場での人材育成等に効果を発揮。

「NEC 農業技術学習支援システム」は、農林水産省の補助事業「AIシステム実証事業」を活用して
慶應義塾大学SFC研究所が実施した実証事業において、当社が連携して開発した研究成果が含まれます。

㈱ＮＰシステム開発:

☞連絡先
㈱NPシステム開発IoT事
業部
TEL:089-924-7817

●圃場環境をセンサーで定期計測し、集約・蓄積。環境データや圃場のカメラ映像は、スマートフォン等のモバイル端末で参照
可能。生育環境の調整や生育ステージ予測に利用でき、異常が検出された際に「予告」「警告」メールで通知。

●作業記録・生育記録を簡単に登録でき、環境データと併せて分析することによって、環境と生育の関係や圃場毎の特性を把
握し、最適な栽培環境の構築、栽培技術の向上、効果的な作業計画に活用。

●経験・勘に依らない、数値データに基づいた「作業の定型化」によって、「安定収量」「品質向上」を実現。

環境値測定機、センサーノード「i-Node」・各種センサー
測定データ中継機、ゲートウェイ「i-Gateway」
環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher®」

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

☞連絡先
NECソリューションイノベータ㈱
TEL: 03-5569-3313
agri@nes.jp.nec.com

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】
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㈱ジャストフレーム:VR技術による営農技術のデータベース化

●最⾧365日クラウドサーバーに高品質で録画（HD画質・25fps以上）しスマホで指定した日付・時刻で任意再生が可能
●動体検知をメールで通知し、映像データの4G LTE配信（個人は基より、生産者グループ等で映像の共有が可能）。
●ソーラーバッテリー電源で、ほ場のどこにでも設置可能（ただし4G通信圏外は不可）。
●夜間赤外線撮影に自動切換え・防塵・防水・耐熱・耐寒・盗難防止鍵、カメラの増設、360度動画も使用可能。
●クラウド録画した農作業技術のを3D化しVR技術とAI処理で、新規就農者育成プログラムを構築し使用可能。

☞連絡先
㈱ジャストフレーム
TEL:028-612-1410
https://www.just-f.jp/
Info@justframe.co.jp お問い合わせ

フォーム

4G
LTE
回線

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

キーウェアソリューションズ㈱:栽培技能継承サービス

☞連絡先
キーウェアソリューションズ㈱
サービス企画部
TEL:03-3290-6716
agri-support@keyware.co.jp

●熟練農家が持つ付加価値の高い栽培技能を可視化し、産地内に普及展開するためのサービスです。
●熟練農家が「なんとなく」行っている作業や判断を視点解析や環境センサーなどにより抽出・分析し、学習
教材、遠隔指導、VRを用いた疑似体験環境などを使って産地普及を支援します。
●産地の課題解決や担い手育成のお手伝いを致します。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

サービス詳細は
こちら

【対象営農類型】
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☞連絡先
㈱NTTPコミュニケーションズ
TEL:0570-033-081
c-desk@nttpc.co.jp

〇鳥獣対策

●檻・罠が作動した際に起動し、猟師や自治体担当者に罠が作動したことをメールでお知らせ。
写真撮影機能により、罠の様子を視覚的に確認できる。

●親機・子機間の通信にLPWAを採用。携帯電波の届かないエリアでも利用が可能に。
●クラウド上に蓄積されたデータにより、自治体側での檻・罠の稼働履歴確認や捕獲実績報告書の

自動作成を手厚くサポート。

㈱ NTTPCコミュニケーションズ:
みまわり軽減・効率化サービス「みまわり楽太郎」

㈱アイエスイー:ロボットまるみえホカクン

● ICTにより檻罠を遠隔監視し、獣の餌付け状態が確認出来るとともに、ライブ映像を見ながら捕獲が可能。
● ホカクラウド（Webサイト・アプリ）上で、檻の遠隔監視・操作、情報共有に加えてシステムの稼働時間設定が可能。
● 自動捕獲機能により、捕獲従事者の夜中の負担軽減への効果が期待。

☞連絡先
㈱アイエスイー

TEL: 0596-36-3805
info@ise-hp.com

㈱CrowLab:科学的根拠に基づいたカラス対策

● 国立大学における20年以上の研究成果を基に、カラスの生理・生態と科学的根拠に基づく被害対策を提供
● カラスの鳴き声を活用したサービスの提供、自治体向けのカラス被害対策の総合的なコンサルティングサービスを展開
● 慣れることを前提とした他社には無いサービスで⾧期的効果を実現

☞連絡先

㈱CrowLab
栃木県宇都宮市陽東7-1-2
宇都宮大学 イノベーション支
援センター
TEL:028-666-5569
https://crowlab.co.jp
contact@crowlab.co.jp

個体数コントロール
「餌付けストップキャンペーン」

ごみ置場など局所的な追払い
装置「CrowController」 セミナー・講演

広範囲の追払い
「CrowLab音声ライセンス「だまくらカラス」」

市街地の糞害、果樹園での食害等
自治体・鉄道会社・電力会社等
多数実績あり



KMT㈱:GASSTAR１

【価格】
¥2,600,000- (税別）

● ガソリンエンジンで発電しバッテリーへ給電するハイブリッドシステム搭載ドローン、GASSTAR １。
●約2時間の⾧時間飛行を実現したハイブリッドドローンです。（ベース機体:DJI MATRICE 600 Pro）
●エンジン音での圃場の鳥獣追払い効果を実証済み。多種カメラ搭載で害獣調査も可能。

☞連絡先
KMT㈱ ドローン事業推進室
東京オフィス
TEL 03-6257-1197
MAIL info-drone@kmtech.jp
URL   https://kmtech.jp/drone/

㈱シムックス:楽してみまわり隊

☞連絡先
㈱シムックス 鳥獣対策課
0276-40-2211
https://www.keibi-sems.co.jp/●くくりわな、はこわなに対応しています。

●みまわりの負担軽減に活用していただけます。

【価格】
￥330,800/1式（主装置）
￥22,000/1基（発信機）
その他通信費がかかります。
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● 〈農業向けIoT〉 センサーデバイスやクラウドサービスの導入・運用をサポートし、畑や農作物の“見える化”を支援。
● 〈eセンシング〉 畑やビニールハウスに、IoT対応のセンサーやカメラなどを設置し、インターネットを介してリアルタイムに確認。

・鳥獣害対策や盗難被害の防止…モーションセンサーや赤外線デバイスを併用、光や音による威嚇が可能。
・水田における水位監視…遠隔から水位をモニタリングし、基準値を下回ると通知。計測場所を任意で変更可能。

東日本電信電話㈱: ギガらくWi-Fi IoTサポートオプション農業タイプ
／ eセンシング For アグリ

＜IoT活用事例動画＞

＜Ｗｉ-Ｆｉの場合＞

＜ＬＰＷＡ の場合＞
映像でリアルタイムで確認

視覚化されてわかりやすい

K19-01376【1909-2007】

※

※LPWA（Low Power Wide Area）: 小電力でkm単位の距離で通信できる無線通信技術の総称。電波を通しにくい遮へい物がある場合など、ご利用環境によって無線通信距離は異なります。

ＬＰＷＡ

※ギガらくWi-Fi
ハイエンドExプラン(推奨)／ハイエンドプラン

☞ 連絡先
東日本電信電話㈱
TEL:03-6803-5670
URL: https://business.ntt-
east.co.jp/service/gigarakuwifi/
iot/iot_agriculture.html

活用事例活用事例



㈱フォレストシー:オリワナシステム

☞連絡先
㈱フォレストシー 里山通信事業部
TEL:03-5245-1511
fs_info@kbrains.co.jp
https://satoyama-connect.jp

【価格】
親機1台＋中継機2台＋子機20台
一式約150万円（詳細都度お見積り）

●「オリワナシステム」は、遠くの多くの野生動物捕獲用わなの作動状況を遠隔監視可能にする製品です。
920Mhz/250mWという強力・遠距離無線で、見通し最大200km!! 中継機能で更にエリア拡大。
携帯圏外でも使え、通信費用無料で低コスト運用できるので、数が多いくくりわなの遠隔監視にも最適です。
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☞連絡先

㈱日立システムズ
ドローン・ロボティクス事業
推進プロジェクト

TEL:03-5435-1059

㈱日立システムズ:ドローンを使った鳥獣害対策

①生態把握 :生息地・隠れ場所・個体数の把握
②行動分析 :群れの管理・活動時間・エサ場への行動
③効果的対策提案 :行政・地域への効果的な対策(ｾﾝｻｰ、柵の設置場所)をご提案
④収穫量確保 :鳥獣被害を回避、予想収穫量の確保

㈱福島三技協:電圧ガードマン

携帯電話で電圧値の確認が可能です。

侵入防止効果が低減しないよう、独自のアラート機能で電圧低下をすぐにお知らせ。

また、一定間隔で電圧値を監視･通知する機能を搭載。

電気柵が張ってある場所ならどこでも取付が可能。

さまざまな原因で電圧が低下します。
電圧が低下すると侵入防止効果が低減します。

電気柵は

☞連絡先
㈱福島三技協
TEL:024-593-3111
https://www.fukushima-sgc.com/
MAIL: info@fukushima-sgc.com
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ベジタリア㈱:IoTカメラ FieldCam

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

【価格】
本体価格74,800円
月/3,980円

●電源のない場所に、Wi-Fiのない場所に、雨風のきびしい場所に、簡単に設置できます。
●市販乾電池式 （別売のソーラーバッテリーセットもございます）
●タイム撮影と人感センサーで撮影されます。夜間も赤外線ライトで撮影されます。

☞連絡先
専用ビューアーアプリ
iOS/Android/PCブラウザ 対応

F C – 1 0 0 0

単三乾電池駆動 LTEデータ通信 防水防塵 IP65 簡単設置

モーションセンサー 1200万画素 夜間赤外線LED

FieldCam 屋外乾電池式IoTカメラ

㈱日本総合研究所:自律多機能型ロボット”MY DONKEY”

●圃場の自律走行機能、農業者の自動追従機能を備え、用途に応じたアタッチメントの切り替えにより農作業の様々な
シーンを支援。

●本体には基本機能として、自律移動・自動追従、画像取得、情報計測、通信などの機能を標準装備。

【MY DONKEYの多
機能性】
着脱式のアタッチメン
トを本体に追加する
ことで、1台のMY
DONKEYで運搬・
作業管理、防除・施
肥・除草などの機能
拡張が可能。

☞連絡先
㈱日本総合研究所

TEL: 03-6833-1606
100860-
agri4_donkey_jri@ml.jri.co.jp

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

〇運搬ロボット

●カメラを使用した確率ロボティクスと
DeepLeaningの技術で、対象の人物 (主
人)を見分けて、後ろを付いていきます。荷台
には100kgまで積載可能で収穫物や残菜
など、荷物の運搬等に使用可能。

●自動運搬ロボットによる営農省力化システム。
人を追従し、大型の機械が入りづらい畑で、
土づくりから収穫作業までの重量物運搬等
による負担を軽減。 2021年度中には自動
走行する小型の運搬ロボットを製品化予定。

●運搬ロボットに噴霧機を運ばせて作業者と一緒に消毒作業を行うことで、重量物運搬作業
や反復作業の削減ができる。また、乗りながら作業することで高所作業の身体的負荷の
軽減や農作業の省力化を実現するなど、1台で様々な仕事をこなすことが可能。

☞連絡先
㈱agbee
TEL: 03-5478-8368
agbee@agbee.co.jp

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱agbee:agbee(アグビー) 【対象営農類型】
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〇収穫ロボット
inaho㈱:自動野菜収穫ロボット

●自動野菜収穫ロボットをRaaSモデルで生産者に提供。
●ロボットを無料で農家へ貸出し、収穫高に応じて利用料をいただくビジネスモデル「RaaS(Robot as a Service)」。
●最新のパーツに交換していくことでロボットの性能を継続的に向上させて、農家の利益向上に貢献。
●初期費用＆メンテナンス費用不要!人手不足と農業経営の課題解決を目指します。

☞連絡先
ｉｎａｈｏ㈱
TEL:0467-37-5279
info@inaho.co
https://inaho.co/

アスパラガス収穫の様子 今後キュウリやトマト等も対応予定

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

有光工業㈱:オートランナー

☞連絡先
有光工業㈱ 大阪本社 06-6973-2010
http://www.arimitsu.co.jp/

【価格】 オープン価格

●スイッチＯＮだけで防除するため、作業者の省力化と
作業者に農薬がかかる心配もありません。

●静電の力で付着率が向上、農薬散布量の削減にも
繋がります。

●トラブルの少ないホース牽引式のため、本体はコンパク
ト設計です。移動用タイヤ付で通路での移動も楽に
行えます。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

〇ロボット防除機

〇スプレーヤー
東洋農機株式会社:けん引スプレーヤ(TTS60DHFRPZ)

☞連絡先
東洋農機株式会社
電話 0155-37-3191
FAX 0155-37-5399
http://www.toyonoki.co.jp

【対象営農類型】

【価格】
￥10,640,000(税抜)

●タンク容量6000L、散布幅31m、大容量300L/minポンプ仕様の折りたたみ式ブームスプレーヤです。
本機にはGPSと連動したセクションコントロールが搭載されています。セクションは13分割されており、精密な散布制御が可能
です。 ※散布精度は衛星の状況等により多少変動がございます。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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〇汎用機械
コマツ:D21PL-8 農業用ICTブルドーザ

☞連絡先
コマツ 粟津工場 改革室
0761-43-4718
https://home.komatsu/jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

V溝直播耕起 (スタブルカルチ)

●GNSS測量技術による高精度ICTによりブレードの
水平・高さを自動制御し、初心者でも高精度な
均平化作業が簡単にできます。

●さらに圃場の均平度マップを簡単に車両モニタや
パソコンで確認することも可能です。

ICT技術を使った高い均平性能

均平化

㈱コスモネット:農業灌水用マイクロナノバブル(MNB)

☞連絡先
㈱ コ ス モ ネ ッ ト
TEL03-5744－6626
FAX03-5744-6630
azuma@cosmonet-jp.com
http://www.cosmonet-jp.com

【対象営農類型】

【価格】
￥198,000/式

● 葉物野菜の灌水時にタンク内で1時間発泡するだけで、収穫時期が早くなり、美味しく生きの良い収穫が可能!
● 特に育苗には最適で、根の張りが良くなり、生育率を大幅に向上させることが出来ます!
● MNBが土の深部まで染み込み、微生物を活性化するとともに、根の先端までしっかりと水と酸素送り届けます!

製品構成:一般コンプレッサー、流量計、
発泡コラム(300,670mmｶﾊﾞｰ付)

発泡状態(水槽内)

MNB有無による根の張り具合の違い

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

〇生育促進技術

〇ボート

☞連絡先
株式会社オガワ種苗
ドローン事業部
０１７３－２５－２２７３
https://www.cidrone.jp/product/

【対象営農類型】

【価格】
￥２１９，８００（税抜）

●水稲の初期・中期のフロアブル剤
の散布に適したボートです。

●受け渡しの当日から利用できる
簡単な利用設計。重量は3.5
ｋｇで片手で持ちあげられます。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

株式会社オガワ種苗:ciBoat




