
概要

１．経営・生産管理システム

● パソコン・タブレット・スマートフォン等で作業計画・実
績を記録

● 機能を絞った安価な製品から、経営最適化に向けた
分析機能等が充実した製品まで幅広く存在

● ほ場や品目ごとの作業実績を見える化

● 記録した情報をもとに、生産コストの見える化や栽培
計画・方法の改善、収量予測等に活用可能
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導入のメリット

初期費用:無料～10万円 ／ 利用料:無料～20,000円/月

㈱イーエスケイ
イーサポートリンク㈱
井関農機㈱
イナバ㈱
ウォーターセル㈱
NECソリューションイノベータ㈱
エゾウィン㈱
㈱NTTデータ
㈱NTTドコモ
㈱NPシステム開発

㈱オプティム
㈱クボタ
国際航業㈱
小林クリエイト㈱
上越ICT事業協同組合
㈱セラク
全国農業協同組合連合会
ソフトバンク・テクノロジー㈱
ソリマチ㈱
データプロセス㈱

テラスマイル㈱
トヨタ自動車㈱
㈱TrexEdge
㈱日立ソリューションズ
MHCトリプルウィン㈱
㈱ファームオーエス
freee㈱
ヤンマーアグリジャパン㈱

●主なメーカー（本資料に掲載）

●価格帯（目安）

㈱イーエスケイ:畑らく日記

☞連絡先
㈱イーエスケイ
TEL:0438-40-5290
hataraku-info@eskfw.co.jp
http://www.hata-nikki.jp/

【対象営農類型】

【価格】
無料（ 通常版）
＊Pro版は￥12,000円/年

● 営農者が栽培記録を残すことに特化したアプリです。マニュアル不要で簡単に使えます。音声での入力もできます。
● 全国で5,000人以上が毎日使っています。2012年のサービス開始から多くの営農者にご利用いただいております。
● 1台で使える通常版は無料で利用できます。また集団作業の管理ができる「Pro版」もあります。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

アプリの入力画面

音声で
簡単入力

入力値は
自分用に

編集

履歴データはいつでもダウン
ロードして利用できます。
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井関農機㈱:ISEKIアグリサポート

●スマートフォン、タブレット等Android端末と農機が通信し、様々な機械情報を見える化し、情報の記録・蓄積が可能。
さらに機械アラート（エラー）情報の表示により重大なトラブルを未然に防ぎ、農作業を効率化。

●オプションのＧＰＳアンテナ又はスマートフォン、タブレット等のＧＮＳＳアンテナから農機位置情報も記録ができ、営農ソフトと同期
させることで、高精度な圃場管理が可能。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

連携機能で自動記録

☞連絡先
井関農機㈱ 夢ある農業総合研究所
TEL:0297-38-7010

イナバ㈱:アグリハンズ

☞連絡先
イナバ㈱
050-3578-0141
motobayashi@agrihands.com
http://www.agrihands.com/

【対象営農類型】

【価格】
￥10,000～/月

● 農産物販売に関わる事務作業の手間を最小限にする営農支援システムです。パソコン・スマホで煩わしい作業完結します。
● 農業者の皆様が本当に使いやすく役に立つシステムはなにか。京都の農家販売グループの方々と考え抜き共同開発しました。
● JGAP取得にも有効活用できます。JGAP取得事例もあり、認証時の審査員の方にアグリハンズを評価頂きました。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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イーサポートリンク㈱:農場物語
計画 実績

店頭

農薬検索機能 農薬チェック機能

栽培履歴書出力機能情報公開機能

農業×IT

●栽培履歴書管理や農薬チェックをオンライン化し、農作物の安全・安心をサポートするシステムです。
●他生産者と差別化・消費者へのアピールのため「情報公開機能」や「POP作成機能」が利用できます。
●入力作業が難しい方向けに別途代行入力サービスもあります。

☞連絡先

イーサポートリンク株式会社
経営統括本部経営管理部
担当者:中村
TEL:03-5979-0687
E-mail:sales@e-supportlink.co.jp

【対応可能期間・時間帯】
平日9:00～17:00

安
心
・
安
全
を
消
費
者
へ

「
農
場
物
語」

【料金】
1利用者:2,400円/年
オプション機能:+2,400円/年

提出
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NECソリューションイノベータ㈱:NEC生産原価データ活用サービス

☞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

●スマートフォン等を活用し、作業記録を収集、栽培計画、生育目標と比較や生産者と指導者間の情報交換、農作物毎の
生産原価の可視化など生産者および産地の取組みを支援。

●正確な再生産価格を把握して儲かる農業経営を実現、生産履歴を開示することで食の安全･安心を提供し強い農業経営
を目指す人材の育成を目指します。

日々の作業実績(人件費や使用した資材等)を記録することで、作物単位の生産原価を見える化するサービスです。
正確な再生産価格を把握することで、業務プロセスの改善や人材育成などにお役立ていただけます。

主な特徴・メリット

◆リアルタイム原価・月締原価等農作物の再生産価格を可視化
農作物ごとに、人件費や使用資材・農機具の減価償却や諸経
費などを含めた栽培計画を作成できます。

◆栽培現場の『今』を取引先や消費者に公開 ※

農作物の生育状況など作業日誌の一部情報を、簡単操作で
ホームページなどに公開が可能です。

◆スマートフォンによる管理者とのコミュニケーションが可能 ※

圃場で発生したトラブルを管理者とスマートフォンによって共有する
ことが可能です。

◆作業日誌のデータをリアルタイムに分析 ※

様々な角度からデータを多面的に分析し、わかりやすいグラフ
で表示します。

※オプションサービス(営農コミュニケーション、データ分析、作業日誌の公開)

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ウォーターセル㈱:アグリノート

●記録をデータ管理、蓄積することで、知識や技術の伝達、組織内の情報共有ツールとして活用するとともに、各種農業用セン
サーと連携しデータ閲覧が可能。

●圃場毎の作業記録を自動集計し、収穫量や出荷販売実績を管理することで、作付・圃場毎の収支分析、作付計画立案をサ
ポート。

●作物の生育推移や外部環境情報、栽培実績を集計することで、栽培プロセスの最適化を実現。

☞連絡先
ウォーターセル㈱
TEL:025-282-7368

航空写真マップで圃場を見える化

①多様な作物での利用実績

•月額500円相当で利用可能
•多くの複合経営利用実績

②経営管理ツールとしての活用

•作業進捗管理/労務管理
•出荷管理/コスト集計

③汎用性と拡張性

•データ出力機能
•外部サービス連携機能

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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エゾウィン㈱:レポサク – 農業DX / 車両と圃場の管理ツール

☞ 連絡先
エゾウィン㈱
☎ 080-3142-2150
e.ezowin@gmail.com
https://reposaku.info/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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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®」

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

●作業日報データを基にした労務管理及び資材コスト計算と、圃場ごとの収益をあわせて分析することで利益計算が容易にな
り、人員、圃場規模など経営内容検討に利用可能。遠隔かん水装置で日々の作業労力を大幅に軽減。

●画像解析選果機「太助」で収穫物の結果データを収集し、環境・作業・生育のデータと組み合わせることで、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、数値データを基にした収益改善点への気付きによって、「安定収量」「品質向上」を実現。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱NTTドコモ:食農プラットフォーム「Tsunagu」

☞連絡先
㈱ＮＴＴドコモ 北海道支社 法人営業部
TEL:011-242-5311
nougyou-hkd-ml@nttdocomo.com【対象営農類型】

●農産物の売買マッチングシステム。事前予約直売のため農作物の保存
期間を大幅にカット、鮮度の良い農産物を直売価格で購入できます。ま
た安定した品質と量の農産物を事前予約することで、調達の不安を解
消します。売り手については新しい販路の確立、売上の向上が期待でき
ます。（実証実験フェーズ）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱NTTデータ:あい作

●農業協同組合、農事組合法人等のためのクラウドサービス。「あい作」は、生産者・組合担当者の営農業務のうち、栽培計画作成
から栽培記録の確認、出荷承認までの業務を対象とし、生産者がスマートフォンなどに入力した栽培情報を組合担当者が把握する
ことで、産地の栽培情報の見える化や双方のコミュニケーションを促進し、営農力向上・業務効率化を実現すると共に、データドリブン
な農業ICTを支援。

●AIや画像解析技術などを活用した、「生育診断」、「病害虫・雑草診断」にも取り組み、β版は2019年4月より提供開始。

☞連絡先
㈱NTTデータ
TEL:050-5546-9784
製品紹介・お問合せ
https://nd-agri.jp/products/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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☞連絡先
国際航業㈱
TEL:03-4476-8069
agriculture@kk-grp.jp
https://agriculture.kkc.jp/

国際航業㈱:営農支援サービス 天晴れ
営農支援サービス 天晴れは、人工衛星から撮影した圃場の画像を
解析し、農作物の生育状況を可視化した診断レポートを日本全国へ提供しています。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

＜天晴れの特⾧＞
●スマートフォンやタブレットでご利用可能
初期投資となる専門知識の習得や高額ソフトウェア購

入等は不要です。
●診断価格は、5万円/1,000ha~

+5千円/100ha(上限なし)
※耕地面積ではなく、対象圃場を包含する8角形の

範囲面積が対象面積となります。
●スマート農業機械や営農管理アプリ/システム
との連携拡充

●広域に点在する圃場や中山間地の見回り時間の大幅削減。
●生育状況に応じた追肥体系の組み立て、肥料量の最適化、倒伏軽減や高収量化。
●収穫前に水分率を把握して乾燥コストの削減や歩留まりの向上を目的とした計画、実現。
●団体内や世代間、地域一帯での情報共有ツールとしての利活用。

＜全国から届いた天晴れの導入実績・効果＞ 累計1万軒以上のご利用実績‼

＜天晴れ診断メニュー＞

この他の作物も随時開発・追加予定です。
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㈱オプティム:Agri Field Manager等

☞連絡先
㈱オプティム
TEL:03-6435-8567

●Agri Field Managerは、ドローンやスマホで撮影した、圃場や農作物の映像及び画像を、AI(人工知能)を用いて解析し、
効果的に作物の生育管理をするプラットフォーム。

●ドローンによる画像や、マルチスペクトルカメラを用いたNDVI、様々な農業用センサーと連携し、高度な生育管理を実現。
●世界初となるドローン撮影画像にディープラーニング技術を活用した病害虫検出を実現。

AIで圃場管理、作業負担を軽減
ドローンで撮影した画像データと気
象・センサーデータを活用し、圃場を
一括管理、病害虫判定、リスク診断
をご提供します。

生育分析を行うことで高品質・高収
量な作物を
画像データや気象・センサーデータを
組み合わせ、多角的な生育分析を
行うことで、作物に対する好適環境
条件を見出すことができます。  

スマート農機の管理
Agri Field Managerに接続され
たさまざまなメーカーのスマート農機
を統合管理し使用感を統一するこ
とができます。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

OPTiM X
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㈱セラク : みどりクラウド

☞連絡先
㈱セラク
みどりクラウド事業部
TEL:03-6851-4831

●最大36台のセンサーで圃場環境を
自動で計測・記録。遠隔からの圃場
確認や、異常を警報で通知。
複数の圃場や過去のデータとの比較
を容易にする「複合グラフ」により農業
者のデータ利活用をアシスト。

① みどりボックスPRO

【対象営農類型】 水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

② みどりモニタ（環境制御）

●他企業が販売する環境制御機と連携し、みどりモニタ上で遠隔操作サービスを
提供。現場作業を縮減し、省力化に大きな効果を期待できる。

●複合環境制御は、三基計装製「ふくごう君Ⅱ」と連携。窓4系統、カーテン2系
統、暖房・CO2・循環扇・タイマーなど、既設機器に接続してスマート化。

●単体環境制御は、複合環境制御装置に比して、費用を縮減したかたちのス
マート化に対応。小規模経営体の省力化に大きな効果を期待できる。

みどりクラウド
公式サイト

上越ICT事業協同組合:営農支援システムMINORI

☞連絡先 上越ICT事業協同組合（担当:猪又）TEL:025-526-4718

① 自動プロットと情報共有で生産性UP! ② ICタグとスマホで迷わない!

【対象営農類型】 水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

利用農家のデータをクラウドにアップすることで、より多くの
データを収集・共有するとともに、自治体やJAなどの農業
指導者と情報を共有することで、さらなる農作業の効率
化・高収益化・平均化を目指していく。

圃場ごとにICタグ付きの看板を設置。スマホでIC
タグにタッチするだけで即座に圃場の名前・作業
内容を確認できる。圃場で迷わない、作業間違
いを未然に防げるシステム。

圃場単位に田植え日や栽培条件等を品種別に設定する
ことにより、年間の主要作業内容をカレンダーに自動プロッ
トする。これにより効率的な栽培体系や作業計画をシミュ
レートできる。

小林クリエイト㈱:
生育管理・労務管理システム「agis(エイジス)」

【対象営農類型】

●生産性向上のために必要な「生育管理」と「労務管理」を１つのシステムで実現。
●作業の進捗・樹勢状態・環境情報をスマートフォンなどを利用し、簡単に正確にリアルタイムに収集します。
●データの収集方法やデータの活用方法は、お客様ごとに異なるため、個別製作で対応しています。

・ノウハウの継承や後継者育成、作業者の作業品質向上への対応
・個人ではなく事業体として、安定した営農の危機管理・品質管理への対応
・H31年度に法施行された働き方改革への対応

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

☞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/



ソリマチ㈱:農業簿記、 フェースファーム生産履歴

☞連絡先
ソリマチ㈱農業情報事業部
TEL:03-5475-5301
http://www.sorimachi.co.jp/

【対象営農類型】

【価格】
農業簿記 ￥60,000

新規就農者特別価格 ¥30,000
フェースファーム生産履歴 ¥15,000/年

● 「農業簿記」 農業にマッチした勘定科目や取引辞書があらかじめ設定済み、取引を選ぶだけで自動仕訳され、青色申告決算書が
簡単作成。青色、白色、法人対応。消費税率10%、軽減税率、電子帳簿保存対応。

● 「フェースファーム」 農作業業記録をパソコン、スマホ、タブレットから簡単入力。グーグルマップに作業進捗を表示したり、生産履歴書
をEXCEL出力。 資材使用料集計や在庫管理、コスト集計も簡単。 日本GAP協会推奨。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

銀行取引明細を
自動仕訳

7

ソフトバンク・テクノロジー㈱（リデン㈱）
:新AGMIRU農業プラットフォームサービス

☞連絡先
ソフトバンク・テクノロジー㈱
TEL: 03-6892-3152
agmiru-support@
tech.softbank.co.jp
https://new.agmiru.com/

● 世の中にあるスマート農業サービスをスマホ1つで利用できるように致しました。「農業資材の購入」や「画像解析」と「生産管理」
さらに、「作物の販売」まで一気通貫で提供いたします。さらに利用データに基づいて「会計・青申」や「融資等の金融サービス」
をAGMIRU上で一元的に利用できるように、順次サービスを提供致します。農業者の利便性向上と経営改善にアグミルは貢
献します。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

全国農業協同組合連合会:Z-GIS

☞連絡先
全国農業協同組合連合会
耕種総合対策部 スマート農業推進室
mailto:zz_zk_smart@zennoh.or.jp
TEL:03-6271-8274

【価格】
登録100ほ場毎につき、￥2,400/年～

（公的機関、JAグループ以外の企業・団体は、

年間60,000円）

●航空写真上に写る圃場とExcelで管理する圃場データを紐つけ、圃場管理を電子化します。24時間予報や週間予報、積算気温等が閲覧
できる「1ｋｍメッシュ気象情報」を搭載。管理したい項目はExcelで自由に設定できるため、ご自身に適した管理が可能です。

●スマホ・タブレットでも使用可能。現場で閲覧・入力が可能です。
●１か月お試し期間をご用意していますので、会員申込前に性能を確認できます。

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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トヨタ自動車㈱:豊作計画 / リアルタイム土壌センシング

☞連絡先:トヨタ自動車㈱
https://www.toyota.co.jp/housaku/
TEL: 0120-59-8039
bj-housaku@mail.toyota.co.jp

＜活用メリット＞●生産コスト、作業計画を見える化し、進捗/異常を管理

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

トヨタ生産方式の考え方を応用した農業支援サービス。生産工程を管理する
IT管理ツール「豊作計画」と改善スタッフによる「現場改善」で農業経営をサポート農業の原価低減・生産性向上

経営管理 帳票発行 環境管理 農機管理

基本情報登録代行 日報データ分析

個別対応サービス

システムオプション

●光学データで土壌成分をリアルタイムに推定
●土壌分析結果、診断マップを即時に提供
●マップデータに基づく的確な土づくりを支援

＜リアルタイム土壌センシング＞

畜産・林業にも対応

テラスマイル㈱:RightARM（ライトアーム）

☞連絡先
テラスマイル㈱
TEL:0983-33-1191
kaizen@terasuma.jp
https://terasuma.jp/

【対象営農類型】

【価格】
事業評価・試算・予測 300万円～
データ活用支援（法人）60万円/年
行政向け産地ワークショップ 10万円/回

● スマート農業機器・センサー等の導入で蓄積される経営データの活用に特化した経営分析・データ活用支援サービス。
● スマート農業実証プロジェクトでは、九州３つの拠点でRightARMによる“見える化・データ分析・営農支援”を実証。
● 事業を成⾧させたいと願う経営者・行政・JAリーダーからの問合せが主。顧問として分析力を提供するサービスが好評。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

データを経営に活用した新たな営農支援で、農業経営者や産地の未来をカタチする会社

■2020年2月現在■
• 九州12箇所のJA等産地で「営農研究会」を毎月開催
• スマ農プロではRightARM 出荷予測・計画試算を実証
• 多面的にデータの見える化して分析する手法を開発

データプロセス㈱ : 営農支援サービス ・ アグリーフ

☞連絡先
データプロセス㈱
TEL:06-6453-1266
sales@odp.co.jp
https://www.odp.co.jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

SNS型の営農支援クラウドサービス 「アグリーフ -agrLeaf-」 は、
スマートフォンで次の機能を利用できます。

● 気温･湿度･土壌水分等をセンサで測定し遠隔で確認
● 気温･湿度･土壌水分等の変化を通知 ● 熱中症の危険度を通知
● 温度の積算と目標積算温度への到達予測、積算温度グラフ表示
● 灌水バルブ開閉タイマーの遠隔設定 ● ビーコンで作業管理

露地対応センサー



● 生産者がインターネットを使って生産履歴の登録や
農薬使用シミュレーション、農薬情報参照が可能。

● 農家情報と圃場情報を地図とリンクさせて一元管理。ユーザ独自の情報項目も自由に
追加できる拡張性をもつ。

● 現場にいながら圃場情報を確認。位置情報を利用した農機位置の把握や現場での
気づき情報の登録。【スマートデバイスオプション】

● 衛星画像で生育状況などを正確に把握。【衛星画像解析オプション】

＜栽培管理システム/サービス＞

＜圃場管理システム＞

☞連絡先
㈱日立ソリューションズ
(http://www.hitachi-solutions.co.jp/geomation/sp/)

㈱日立ソリューションズ:GeoMation農業支援アプリケーション

圃場管理システム

スマートデバイスオプション

衛星画像解析オプション

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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㈱TrexEdge:Agrion

 「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」、作業時にスマホで記録。

スマホで作業の記帳がラクラク、ムダな集計コストがゼロに

 データをAgrionが集計し、見える化。
作業・期間・圃場を指定してレポート出力も可能。

〈 Agrion農業日誌〉

〈 Agrion販売管理 〉

 クラウド会計ソフトfreeeと連携し、会計業務がスムーズに。

☞連絡先
㈱TrexEdge
TEL:03-5740-5766
support@agri-on.com

〈 Agrion果樹 〉

面倒な伝票作成や注文・売上管理などの事務作業を効率化

 見積書、納品書、請求書などの伝票は注文データを元にボタンひとつで作成。

樹木1本1本の作業記録をデータ化

 樹木の作業や、場所全体にする作業など詳細な管理も対応可能。

 ツリータグで品種と場所が誰でもわかる。

製品HPはこちら

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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● 農業の決算書の書式／勘定科目に対
応。

● 質問に答えていくだけで、会計が初めて
の方でも簡単に確定申告の書類が作成可
能。

● 最新版に自動アップデートでソフトの買い
直しは不要。スマホで領収書撮影も。

☞連絡先
freee㈱ 導入相談窓口
03-6632-4556
https://bit.ly/2M4b6W6

＜農業申告に対応したクラウド会計＞ ＜更なる利用方法＞

● 請求書作成と帳簿付けが同時にでき、
Agrionとの連携で、細かい設定も対応可能。

● ネットバンク等を連携すると、入出金情報を
自動で取得し、AIを使って勘定科目などを推
測。経理作業の時間を大幅に削減。

● データは部門や取引先毎に分析し、レポート
で確認可能。

freee㈱:クラウド会計ソフトfreee、人事労務freee

●お客様の声
❝会計処理時間は従来の 6

分の1程度に減りました。
❝記帳の手間が減り、休日が

しっかり確保できた。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱ファームオーエス:AGRIOS生産性管理

☞連絡先

㈱ファームオーエス

TEL: 050-3586-0097

● 各自の畑での「実績管理」や「作業の人時生産性」が見えるようになり、
生産者の経営の計画性、自立性が高まる!

● 日報、GAPに終始しない、営農に本当に必要な項目の「定義」と
「数値化」ができる。終日後の業務は、極力増えない使い勝手。

● リアルタイムに、収穫実績を販売データとしての集計ができる。
地域でのデータ共有や販売情報として、データ活用方法も今後検討!

農業経営者が、農業現場で
有効性を検証した「経営管理
システム」が無料から使い始め
られます!

https://farmos.jp/agrios/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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●環境センサー情報の蓄積・活用、生産状況と労働実績の登録により「農場運営の見える化・共有」を実現。
環境情報と人員の動きに着目したシステムで日々の農業運営を改善していく「ＰＤＣＡ実践」のための仕組みを提供

●具体的には、施設園芸・植物工場において、①施設情報の見える化(センサー情報、グラフ化など）、 ②生産・労務実績の登
録・見える化機能、③新規就農支援のための基本帳票・栽培支援マニュアル具備、の機能を提供

●また、環境データを活用したオプションサービスもあり（遠隔または訪問による栽培指導、GAP認証取得支援など）

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

＜GAP導入支援イメージ＞

＜画面例＞

☞連絡先
MHCトリプルウィン㈱
食・農事業部
TEL : 050-3816-2136

MHCトリプルウィン㈱:MARSUN-IoTサービス

MHC
トリプルウィン
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ヤンマーアグリジャパン㈱:SA-R 乾燥機連携システム

【イニシャルコスト】 【ラン二ングコスト】

～2022年

7月31日

2022年

8月1日～

PHKIT,DRY 250,000 258,000

PHKIT,DRY2 270,000 278,000

 ※連携先乾燥機により

  接続KITが台数分必要

●スマートアシスト利用料金

 22,000円/年

 ※初年度は無料

【注意事項】

●携帯電話(3G)が使える場所で使用可能

小売価格(税抜き)

商品コード

【ヤンマー乾燥機連携システムの特⾧】

●乾燥機の運転状況をスマートアシストで
リアルタイムに把握

●リモートサポートセンターで24時間お客様の
乾燥機を監視

●収穫から乾燥まで効率の良い
作業計画立案を実現

●インターネット開設不要。
設置したその日から利用可能

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:0120-296-112
https://www.yanmar.com

11

ヤンマーアグリジャパン㈱:スマートアシストリモート

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:0120-296-112
https://www.yanmar.com

●機械に搭載された通信端末とGPSで稼働情報を察知し、故障、盗難を未然防止。
●電子化した圃場毎の作付状況や作業日報、農薬・肥料の履歴が記録でき、圃場単位での営農管理が可能。
●情報支援機能付きコンバインとの連携で、圃場毎の収量データを記録し、次年度の栽培計画に役立てることが可能。
●リモートセンシングによる生育診断結果をカラーマップ+解析数値で表現し、圃場の見える化が可能。
●ASIAGAP、JGAPに対応。

農業機械×IoTの力で、農業のあらゆる「困った」を解決 2つのコースをご用意

【価格】
＜スタンダードコース＞

※スマートアシスト搭載機を所持
・トラクタ 最大10年間無料
・コンバイン、田植機 最大7年間無料
・無料期間終了後の利用料:20,000円/年（税別）

＜アドバンスSコース＞
※スマートアシスト搭載機を不所持
・最大1年間無料
・無料期間終了後の利用料:20,000円/年（税別）

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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● 無人でほ場内を自動走行（ハンドル操作、発進・停止、作業機制御を
自動化）

● 使用者は、自動走行するトラクターをほ場内やほ場周辺から常時監視し、
危険の判断、非常時の操作を実施

● １人で２台を操作可能（有人－無人協調システム）

● 有人－無人協調システムにより、作業時間の短縮や１人で複数の作業
（例:無人機で耕耘・整地、有人機で施肥・播種）が可能

● １人当たりの作業可能面積が拡大し、大規模化に貢献

●価格帯（目安）

1000万円～1500万円

●主なメーカー（本資料に掲載）

井関農機㈱

㈱クボタ

ヤンマーアグリジャパン㈱

導入のメリット

２．ロボットトラクター

井関農機㈱:ロボットトラクタ T.JapanV

☞連絡先
井関農機㈱ 営業推進部
TEL:03-5604-7612
h-nouki@iseki.co.jp
http://www.iseki.co.jp/

【対象営農類型】

【メーカ希望小売価格】
1,077万円（税込）～
（75、98馬力）

●GNSS(全球測位衛星システム）を活用した自動操舵技術により、
オペレータが監視・遠隔操作することで、安全性を確保しながらトラクタでの無人作業を可能にしました。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（2021年現在）

㈱クボタ:アグリロボトラクタMR1000AH

☞連絡先
㈱クボタ
TEL: 06-6648-3938
・製品HP
https://www.jnouki.kubota.co.jp/

・関連動画
https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【価格(税別)】
有人仕様（ホイル） 1,220.3～1,273.4万円

（パワクロ）1,307万円
無人仕様（ホイル） 1,430.3～1,483.4万円

（パワクロ）1,517万円

●使用者の監視下において、トラクタの無人自動運転が可能
●標準装備の無線リモコンで離れた位置からでも自動運転の開始や停止が行えると共に、

監視タブレットでの耕深・車速の指示も可能
●ルート・後進オートステアリング機能を追加し、更に作業精度や作業能率を向上
●使用インプルメントの作業幅やサイズの任意設定が行えるようになり、適応インプルメントを

大幅に拡充 ※自動運転作業中(無人仕様)は監視が必要です

露地 施設

野菜 野菜
水稲 畑作 果樹 茶

無人自動運転トラクタ＋トラクタによる2台同時作業

無人自動運転
トラクタによる

単独自動作業

遠隔操作が
可能なリモコン

タッチ操作が可能な
ターミナルモニタ

トラクタの状態を知らせる
状態表示灯

※無段変速KVT仕様
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ヤンマーアグリジャパン㈱:ロボットトラクタ

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com
動画
https://youtu.be/D5tayv3W51s

（YT488A-R2~5113A-R2）
12,645,000円～15,995,000円

【対象営農類型】

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（ YT488A-R2~5113A-R2 ）
12,995,000円～16,345,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】

●YT488A（88PS）～YT5113A（113PS）に仕様設定。
●専用設計タブレットで自動作業は3つの設定でスタート。
①ほ場と作業領域の設定（初回だけ登録）②作業機の設定 ③旋回パターン設定で開始。
設定された経路を近距離監視のもと、無人自動作業が可能（直進・旋回・作業機昇降・PTO入切）。

●あぜ際の1~3周を除く、ほ場の約9割を自動で作業。あぜ際も枕地直進モードで自動作業
●タブレットで作業速度や作業機高さを微調整可能。
●安全センサーにより障害物を感知すると自動停止。
●無人自動運転＋随伴トラクターによる2台協調作業が可能。大幅な省力化・効率アップを実現。

ヤンマーアグリジャパン㈱:ジョンディアトラクタ

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com

●ジョンディアトラクタ 6M/6R/7R/8R/8RXシリーズ 100～410馬力に仕様設定
（オートトラックレディ仕様 X仕様）油圧式の操舵装置を装備。静かで、反応も敏感です。

●レシーバは、作業用途に合わせて3種類の精度から選択できます。
①SF1:±15㎝ 、②SF3:±3㎝ 、③RTK:±2.5㎝
(RTKを利用するには補正情報サービス契約と補正情報通信端末が別途必要です)

●ディスプレイは、トラクタ標準装備のコマンドセンターまたはオプション品（GS4240）を使用します。
作業中、ハンドル操作が不要となり、疲労の軽減と作業状況の確認に注視できます。

●隣接耕うんが不要で、枕地での切り返しがなくなり、作業時間を短縮できます。

（100～410馬力）
14,980,000円～75,970,000円

【対象営農類型】

【価格・税抜】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



概要

３．自動操舵システム

● ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行
● トラクター、田植機、コンバイン等に後付けで使用可能
● 自動で施肥量をコントロール可能な製品も存在

● 自動で正確に作業できるため、大区画の⾧い直線操作などでも
作業が楽になる

● 非熟練者でも熟練者と同等以上の精度、速度で作業が可能
● 作業の重複幅が減少し、単位時間あたりの作業面積が約10～

25％増加

●価格帯（目安）
40万円～250万円

●主なメーカー（本資料に掲載）
㈱IHIアグリテック
㈱ニコン・トリンブル
日本ニューホランド㈱
日立造船㈱
三菱マヒンドラ農機㈱
ヤンマーアグリジャパン㈱

㈱ニコン・トリンブル
:GNSSガイダンス・自動操舵システム Trimble GFX-750

☞連絡先
㈱ニコン・トリンブル 農業システム営業部
TEL:03-5710-2595
https://www.nikon-trimble.co.jp/index.html

￥2,500,000前後
※機器の組み合わせ、オプション

等により金額が前後します

● GNSS技術により誤差2ｃｍでの精密な圃場作業が可能
● 自動操舵システムにより、農業未習熟者でも簡単な操作

で熟練者と同じ精度の作業が可能
● Android端末によるスマートフォンと同じ操作性
● 農業機械の共通規格”ISOBUS”に対応、GFX1台で多く

の種類の作業機械の制御が可能。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

導入のメリット

〇GNSS技術を用いた製品

ホームページ

日本ニューホランド㈱:インテリステア

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

●ニューホランド純正のシステムなので、必要なコンポーネントはすべて車両に組み込まれており、衛星や基地局との通信によりトラクターはわずかな誤差で自動操舵によ
る作業ができます。作業効率の向上や、作業時の疲労軽減、夜間でも日中と同じような作業が可能で、作物の播種や管理作業などに最適です。
●圃場での枕時旋回がオートでできる最新機能、「インテリターン」がニューホランドインテリステア™のオプションで利用できます。

作業時間短縮・生産性の向上に役立ちます。

受信機

☞連絡先
日本ニューホランド㈱
011-221-2130
https://www.nh-hft.co.jp

【対象営農類型】

【価格】
¥18,830,000～（135馬力～）
※車両価格含む。モデルや仕様によって変動あり。

トラクター自動操舵システム

純正モニターでの自動操舵が可能!

後付け装置がないので見た目すっきり

14

【対象営農類型】
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日立造船㈱:農機ガイダンスシステム「SG100」

☞連絡先
日立造船㈱ 電子制御営業部
TEL:03-6404-0137
gnss_info@hitachizosen.co.jp
https://www.hitachizosen.co.jp/

● 低速走行時でも安定した直進性能を実現。
● 自社開発の国産製品、日本の農作業に最適化。
● 豊富なインターフェイスで多彩なニーズに対応。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

三菱マヒンドラ農機㈱ :SE-Navi

☞連絡先
三菱マヒンドラ農機㈱ 営業戦略統括部 TEL0480-58-7050

【対象営農類型】

【価格】(税抜)
トラクタ用 556,000円～690,000円
田植機用 695,000円
基地局キット 275,000円

平均耕地面積が拡大傾向にある現在、広大な圃場で技量や経験が問われる直進走

行(作業)を誰でも簡単操作で経験の浅い作業者でも熟練者並みの精確な作業の実

現をサポートする「SE-Navi」。トラクタと田植機に後付可能で、さらに、今後のソフトウェア

のアップデートにより適応作業も拡充予定。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

タブレット端末で簡単な操作性
※製品にタブレット端末は含まれません

ハンドルに取り付ける
操舵装置

【装着対応型式】
トラクタ: GA/GM300～550 GM/GA301～551

GAK330～550 GAK331～551 
GS181～251 GS182～252

田植機: LE50D/60D/70D/80D
LE50AD/60AD/70AD/80AD

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376ｰ6264
https://www.yanmar.com
動画
https://youtu.be/F-AhIolqKAE
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〇可変施肥関連技術

〇その他技術を用いた製品
三菱マヒンドラ農機㈱:SmartEyeDrive

装着対応型式
SED-GSX （GS251X/GS252X)
SED-GMX （GOシリーズ/GXシリーズ/GMシリーズのキャビン車

仕様)
SED-GAX （GAシリーズのキャビン車仕様)

☞連絡先
三菱マヒンドラ農機㈱ 営業戦略統括部
TEL:0480-58-7050



導入のメリット

概要
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●価格帯（目安）

200万円～2500万円

●主なメーカー（本資料に掲載）

井関農機㈱

㈱クボタ

ヤンマーアグリジャパン㈱

４．トラクター（自動操舵機能付き）

● ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行

● 自動での旋回が可能な製品も存在

● 自動で正確に作業できるため、大区画の⾧い直線操作などでも
作業が楽になる

● 非熟練者であっても、熟練者と同等以上の精度、速度で作業
が可能

井関農機㈱:トラクタT.JapanW（自動操舵レディ）
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ヤンマーアグリジャパン㈱:直進アシストトラクタ

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com
動画
https://youtu.be/F-AhIolqKAE

●YT3Rシリーズ 30/33/38/45/52/57馬力に仕様設定。
●はじめに基準線を設定することで直進作業が自動で行え、⾧時間作業による疲労を大幅に軽減します。
●旋回後は作業機昇降スイッチ操作で、直進アシストを開始。不慣れな方でも簡単に操作が行えます。
●RTKにアップグレード可能で、±2~3cmの高精度作業で、うね立てやあぜ塗りの仕上がりが向上します。
(RTKを利用するには補正情報サービス契約と補正情報通信端末が別途必要です)

●直進アシスト中にオペレータが運転席から離れると、警報でお知らせをし、５秒後に中断します。

（YT330R(J)~357RJ）
4,115,000円～8,146,000円

【対象営農類型】

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（ YT330R(J)~357RJ ）
4,115,000円～8,186,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】YT3Rシリーズ

ヤンマーアグリジャパン㈱:オートトラクタ

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com
動画
https://youtu.be/D5tayv3W51s

（YT488A-A2~5113A-A2）
10,925,000円～14,275,000円

【対象営農類型】

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（ YT488A-A2~5113A-A2 ）
11,275,000円～14,625,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】

●YT488A（88PS）～YT5113A（113PS）に仕様設定。
●専用設計タブレットで自動作業は3つの設定でスタート。
①ほ場と作業領域の設定（初回だけ登録）②作業機の設定 ③旋回パターン設定で開始。
設定された経路のもと、有人自動作業が可能。

●⾧時間作業の疲労を軽減。誰でも高精度に作業。ステアリング、作業機昇降、前後進切替え、
停止、PTO入・切。車速調整など自動で行います。

●あぜ際の1~3周を除く、ほ場の約9割を自動で作業。あぜ際も枕地直進モードで自動作業



概要

５．高性能田植機（直線アシスト機能・可変施肥機能・苗量アシスト機能付き）

● ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行して田植え
作業を実施

● 自動での旋回や、田植えと同時に可変施肥を実施可能な製品
も存在

● 非熟練者であっても、熟練者と同等以上の精度、速度で作業可能
● 集中力が必要な直進作業の疲労を軽減
● 落水しなくても田植えが可能
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●価格帯（目安）

300万円～550万円

●主なメーカー（本資料に掲載）

井関農機㈱

㈱クボタ

日本ニューホランド㈱

ヤンマーアグリジャパン㈱
〇直線アシスト機能付き

導入のメリット

㈱クボタ:乗用田植機ナビウェル

☞連絡先
㈱クボタ
TEL: 06-6648-3938
・製品HP

https://www.jnouki.kubota.co.jp/
・関連動画

https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【価格（税別）】
6条植:NW6S-GS（直進キープ機能有） :313万円～
8条植:NW8S-GS（直進キープ機能有） :385万円～
10条植:NW10S-GS（直進キープ機能有):474万円～
ロボット:NW8SA（無人仕様）:634万円

NW8SA（有人仕様）:584万円

トラクタの状態を知らせる
状態表示灯

・株間キープ機能 ・施肥量キープ機能（F仕様）

直進キープ機能に加え、株間キープ・施肥量キープ・条間アシスト機能でカンタン操作と高精度作業、
そして低コスト農業を実現します。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
園芸

果樹 茶
●業界初となる自動運転が可能な田植機、

「アグリロボ田植機NW8SA」を発売
●4つの自動運転モードで植付開始から外周まで

植付作業はすべて自動運転
●田植えにはオペレータに加えて苗の補給などを

サポートする補助者が必要ですが、自動運転
機能によって田植え作業の省人化と
作業効率改善を実現します

◆自動操舵機能付き田植機 （6条・8条・10条植）

◆無人自動運転田植機

設定した株間を保つ
設定した施肥量を
均一に繰り出す

外周植付

内周植付

内側往復植付

植付開始点誘導
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☞連絡先
日本ニューホランド㈱
011-221-2130
https://www.nh-hft.co.jp

みのる産業㈱
086-955-1123
http://www.minoru-sanngyo.co.jp

【対象営農類型】

【価格】
￥5,450,000/2019年（21馬力）

※ 北海道仕様

● 直進作業時のハンドル操作を補助し作業負担を軽減。
● 各種サポート機能により安心作業。
● 旋回時のハンドル操作に合わせ植付操作を自動化。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

負担
軽減

経費
削減

能率
向上

GS

新時代の田植えをリードする

直進キープ機能搭載

成苗ポット 乗用8条田植機

RXG-80DGS日本ニューホランド㈱:
ホームページ

ヤンマーアグリジャパン㈱:オート田植機

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376ｰ6264
https://www.yanmar.com

●YR-Dシリーズの（8条植え）に仕様設定。
●標準装備のタブレットに圃場の登録が行える。その情報をもとに作業経路が自動で

作成され、オペレータのタッチ操作のみで設定された経路を自動で作業することが可能
（自動直進＋自動旋回、次工程も一定の間隔で植付）。⾧時間作業による疲労を
大幅に軽減。

●衛星（GNSS）からの電波と基地局からの補正情報により数センチ単位の高精度測位
が行え、誰でも同じ品質の作業が可能。

●枕地の前まで近づくと自動的に一旦停止するので万が一の事故も未然に防止。

（8条植）
3,955,000円～5,695,000円

【対象営農類型】

【価格】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ヤンマーアグリジャパン㈱:直進アシスト田植機

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com

●YR-DAシリーズ 6～8条植えに仕様設定。（5条はDOP設定）
●簡単な3つのボタン操作のみで直進アシスト機能が使えます。

はじめに基準線を設定することで、直進作業が自動で行え、⾧時間作業による疲労を大幅に軽減。
●すこやかターンと連動させることで、ハンドルを切って戻すだけで直進開始のボタン操作の省略も可能
●D-GNSS測位方式で、基地局の設置が不要です。
●田植え作業そのものを省力化する「密苗」と組み合わせることで、相乗効果を発揮。
●速度固定時はあぜ前に近づくと自動的に走行を停止するので万が一の事故も未然に防止。

（6～8条 ※5条はDOP）
3,000,000円～5,050,000円

【対象営農類型】

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（6～8条 ※5条はDOP）
3,125,000円～5,210,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】
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〇苗量アシスト機能付き

〇可変施肥機能付き

ヤンマーアグリジャパン㈱:スマート施肥田植機

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com

●YR-DAシリーズの（8条植えの直進アシスト仕様）に仕様設定。（6条はDOP設定）
●デジタル設定で簡単に精密施肥。タッチパネルで簡単に調量。設定値をデジタル表示で可視化。

圃場や肥料の種類で施肥量が変わる場合も、その都度、調量をする必要がありません。
（※各肥料をシーズン初めに調量した値を利用、同一購入年・同一肥料・開封直後の条件場合）
●PCで作成した施肥マップをUSBで読み込み、位置情報を利用した可変施肥も可能です。

圃場毎に施肥量を変える簡単なものから、リモートセンシングデータを利用した圃場内の可変施肥にも対応、
適所適量施肥で、生育のバラつきを抑え、収量・品質の安定化を目指します。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（8条 ※6条はDOP）
4,625,000円～5,050,000円

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

（8条 ※6条はDOP ）
4,785,000円～5,210,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】

ヤンマーアグリジャパン㈱:苗量アシスト付き田植機

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376-6264
https://www.yanmar.com

●YR-DAシリーズ 5～8条植えに標準装備。
●植付部のセンサーが苗量を正確に把握するため、10a当たりに使用する苗箱数を

ダイヤルで設定するだけで、田植機が自動で設定どおりの苗量を使用するように調整します。
●簡単に設定できるので、請負作業で圃場毎に使用苗枚数が違う場合でも、設定に悩みません。
●直進アシスト仕様であれば、GNSSを利用した高精度なスリップ率補正も利用可能。

また粒状施肥機仕様では施肥量に対しても、スリップ率補正を効かせられます。
●「密苗」との相性が良く、密苗で減らした苗を効率よく使用でき、予備苗も極小化。

苗の準備から枚数が計算でき、当日の苗運びの過不足も極小化することで、さらなる省力化が期待できます。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

（5～8条）
2,450,000円～5,050,000円

【価格・税抜 ～2022年7月31日】

（5～8条）
2,450,000円～5,210,000円

【価格・税抜 2022年8月1日～】

井関農機㈱:土壌センサ搭載型可変施肥田植機
【対象営農類型】

【メーカー希望小売価格価格】
545万円（税込）～

●田植機に搭載した２種類のセンサが、作土深と土壌肥沃度を田植えと同時に検知し、施肥量を自動制御することで
１枚のほ場の稲の生育を平準化します。枕地などでの倒伏の解消をサポートします。

●倒伏の解消により収穫時には刈りやすく、倒伏させないことで米の「品質」「食味」の安定にもつながります。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

☞連絡先
井関農機㈱
営業推進部
TEL:03-5604-7612
h-nouki@iseki.co.jp
http://www.iseki.co.jp/



概要

導入のメリット

６．リモコン草刈機

● 急傾斜地や人が入りにくい耕作放棄地等での除草作業で
使用可能な、リモコンにより遠隔操作する草刈機

● 危険な場所での除草作業も安全に実施可能

● 軽量コンパクトで、軽トラックでの運搬が可能

● 作業時間を低減可能（慣行作業 (刈払機) の約80%＊）

●価格帯（目安）
100万円～400万円

●主なメーカー（本資料に掲載）
㈱アテックス
㈱クボタ
㈱ササキコーポレーション
サンエイ工業㈱
三陽機器㈱
ソフトバンク㈱/㈱レンタルコトス
ハクスバーナ・ゼノア㈱
㈱パドック
和同産業㈱

*研究機関による実証値

㈱アテックス:クローラ型ラジコン草刈機RJ700『神刈』

☞連絡先
㈱アテックス 営業本部
TEL:089-924-7162
http://www.atexnet.co.jp/

【対象営農類型】

● 走行はモーター、草刈はエンジンのハイブリッド仕様。エンジン起動中は走行用のリチウム
イオンバッテリに充電。エンジン停止状態での電動走行が約1時間可能。

● 作業角度に応じて、自動でエンジンを傾斜させ、最大45度の傾斜で作業が可能。
● 草の取り込口、排出口のカバーを鉄板とゴムの２重カバーにより石の飛散を大きく軽減。
● 走行関係、エンジン始動停止、刈取の入切、刈高さの調整もプロポで操作可能。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

製品紹介動画
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㈱アテックス:クローラ型ラジコン草刈機RJ703『神刈』

☞連絡先（株）アテックス 営業本部
TEL 089-924-7162
製品HP
https://atexnet.co.jp/product-category/kamigari/
弊社HP
https://atexnet.co.jp
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サンエイ工業㈱:動力カートリッジ切替式草刈機 RAYMO(レイモ)

☞連絡先
サンエイ工業㈱
北海道斜里郡斜里町光陽町44-17
TEL: 0152-23-2173
FAX: 0152-23-4144

●刈幅104㎝の大型ヘッド、最大車高51㎝
・⾧さ205cm x 幅115 cm x 高さ51 cm 重さ238 kg
歩と一緒に軽トラックにのせて楽々輸送‼
・農場、施設管理、太陽光発電所などで大活躍‼
・対応傾斜30°、4WDでパワフル登坂

●安全、快適のリモコン操作
振動なし、傾斜転倒リスク低減、騒音の低減、肉体疲労、
怪我発生のリスクなど作業時のリスクを大幅に軽減!!

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

設施
野菜

果樹 茶○PHV(プラグインハイブリッド)カートリッジ
最大稼働時間8時間(リチウムイオンバッテリー2時間+エンジン発電機6時間)
バッテリー約3時間充電 + ガソリン約3Lで最大稼働8時間‼驚異の低燃費を実現
○EVカートリッジ
最大稼働時間5時間(充電時間8-9時間)
完全リチウムイオンバッテリー駆動で排気ガスを出さず、クリーンECO作業
○ローメンテナンス
電動化によりメンテナンス費用が減り、ランニングコストも大幅軽減‼

動力源は PHV か EV 環境や用途に合わせて選択可能‼

㈱クボタ:ラジコン草刈機ARC-501

☞連絡先
㈱クボタ
TEL:06-6648-2508
・製品HP
https://www.jnouki.kubota.co.jp/

・関連動画
https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【価格】
137.5万円

● ラジコン操作により、斜面に立つことなく、安定した場所から機械を操作。
安心、楽々、ほこりの影響もなく、より快適な草刈作業が可能。

● 3.85PSの高出力エンジンを搭載し、最高作業速度0.62m/sを実現。
● 報知ランプを追加搭載し、機体状態をお知らせします。
● 全輪W車輪に変更したことでグリップ力が増し、軟弱地や急斜面でも安心

して作業できます。 （使用状況や環境により異なります）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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㈱ササキコーポレーション:電動マルチリモコン作業機 スマモ

●畦畔の草刈りがリモコン操作で簡単・快適に作業できます。
●動草刈り作業機は全高がわずか40cmで、人が入りにくい場所や低くて狭い場所での

草刈り作業ができ、草刈り作業の軽労化・⾧時間の辛い姿勢による疲労も軽減。
●その場旋回（超シンチ旋回）ができ、畦畔の上での旋回が可能です。
●家庭用コンセントで2時間で充電でき、充電にかかる費用は20円と経済的。
●低騒音で排気ガスもゼロなので、静かでクリーンな作業が可能。

☞連絡先
㈱ササキコーポレーション
TEL:0176-22-0308
kei-ikari@sasaki-corp.co.jp

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

畦草刈の
実作業動画を
ご覧ください
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←コントローラ
ジョイスティックによる簡単操作。

● 24時間365日稼働する有能な全自動ロボット芝草刈機 ー雨でも夜でも関係なし!
● 伸びる前に刈るので、「草刈り」・「集草」・「刈草の焼却」が不要 ー省力化・コスト削減を実現
● GPS搭載。刈り残しなく、作業指示がスマホで遠隔で完了 ー盗難防止対策も万全
● カミソリ状3枚刃、手が届かない刈刃位置、リフトセンサー搭載で安全 ーランニングコストも◎
● ゼロエミッションのバッテリー駆動で、地球環境の保全に貢献
● ハスクバーナは、世界累計200万台以上販売するロボット芝刈機のリーディングカンパニー

ハスクバーナ・ゼノア㈱:ロボット草刈機Automower™（オートモア)450X

ソフトバンク㈱/㈱レンタルコトス:ラジコン式斜面対応草刈機 Spider

55°

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト実証実験中 (兵庫県養父市)

☞連絡先
ソフトバンク㈱ 広域法人第二営業本部

第三営業統括部 第1営業部2課

SBTMGRP-SPIDER@g.softbank.co.jp

● ステアリングを360°自由に動かし、 前進・後進と機敏な動きで急斜面でも自由自在に方向転換が可能
● タイヤ駆動と連動したウィンチを使うことで、最大55°の傾斜地での作業が可能
● マルチGNSS端末を搭載し、位置情報および作業履歴をデータ化することが可能（ソフトバンクサービスを提供）
● 農研機構によるスマート農業技術の開発・実証プロジェクトにて、兵庫県養父市において実証実験中（2019～20年度）

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

● ４輪駆動による高い走破性能。
● ４０度の傾斜地での作業が可能。
● １１.８馬力エンジンによる力強い草刈り性能。
● 前後進での草刈りによる効率作業。
● その場旋回により狭い場所での作業も可能。
● ２００mの距離まで遠隔操作が可能。

三陽機器㈱:リモコン式草刈機＜AJK600＞

本製品は生研支援センター「革新的技
術創造促進事業（事業化促進）」の
支援を受け、製品化したものです。

☞連絡先
三陽機器㈱
TEL:0865-64-2871
http://www.sanyokiki.co.jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

↓フリーハンマー刃
障害物の衝撃を逃がし、本機を保護。
また、上下２枚刃で刈った草が細かくな
り、後処理が楽。

梨、桃、リンゴ、さくらんぼ等果樹園で 活躍
☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.Husqvarna.com/jp/

【対象営農類型】

【価格】
￥570,000-(税抜)
＊設置費用別途。デモや、お見積りのご用命は当社

ロボット芝刈機の取扱店、または、下記までお気軽に。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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● 斜面専用草刈機。20°～最大60°、⾧さ８ｍの斜面に対応。
● 安全:急な斜面を降りずに草刈りできる。
● 安心:斜面の上で親機を操作、斜面の草刈りは子機にお任せ。
● 楽々:身体的負担が少ない草刈りで省力化!従来比40％の作業効率を実現。
● 簡単:操作は、走行レバーと子機操作レバー、アクセルのみで簡単。

ハスクバーナ・ゼノア㈱:親子式傾斜地草刈KHM400W

☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.zenoah.com/jp/

【対象営農類型】

【価格】
￥1,580,000-（税抜）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

業界初の斜面専用デザインで、2022年度グッドデザイン賞受賞!

（当社調べ）
（巻上機特別講習の受講が必要です）

【ベローン】
Bevel（傾斜）＋Long（⾧い）を組み合わせた造
語です。
子機がワイヤーロープを「ベローン」と伸ばして傾斜を登り
降りする動作の音の響きからネーミングしました。

（通称:べローン）

ゼノアHP YouTube

畦畔や圃場の傾斜地で活躍

ハスクバーナ・ゼノア㈱:ラジコン式自走草刈WM510RC

● 日陰からラジコンを操作し、安全に、スピーディに作業が完結。
● 旋回性能も抜群。小回りがきくので、樹木の周りなども刈り残し無し。
● 車高が低いため、ソーラーパネルの下などの草刈りも可能。
● 草刈りはエンジン、走行は強力なモーターのハイブリッド方式で雑草を一掃!
● 果樹園、太陽光パネル、耕作放棄地などの雑草刈りでの省力化・効率化に貢献。

☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.zenoah.com/jp/

ゼノアHP YouTube

【対象営農類型】

【価格】
￥483,000-（税抜）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

(株)パドック:リモコン草刈り機e-moか～るクン

草むらの危険や重労働など草刈りの問題点を
解決する次世代の ラジコン草刈り機です

☞連絡先
（株）パドック
TEL:0868-28-3191
tsubaki@paddock-air.com
https://www.paddock-air.com/

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

●（駆動はモーター）駆動はモーターで動きますのでクイックな操作にもすぐに反応します。
●（草刈りはパワフルなガソリンエンジン）発電機能付きなので草刈りをしながらバッテリー

を充電します。
●（コンパクトボディ）軽トラの荷台にも積載可能。
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和同産業㈱:ロボモア（ロボット草刈機）KRONOS MR-300

日本初!雑草刈りの自動化を実現。過酷な草刈りをKRONOSがあなたに代わって行います!
●エリアワイヤーで区切られた範囲内をランダムに走行しながら自動で草刈り。
●バッテリー残量が少なくなったら自動で帰還・充電し、自動で作業復帰。
●全輪駆動（3WD）と負荷制御機能による高い作業性。雨の日でも安心。
●お手持ちのスマートフォンで簡単操作。指示を出したらあとはおまかせ。

☞連絡先
和同産業㈱
営業部営業企画課
https://www.wadosng.jp/
TEL:070-2439-6540



概要

７．高性能コンバイン（収量等センサ・直線アシスト機能付き）

● 収穫と同時に収量・食味 (タンパク値) ・水分量等を測定し、ほ場
ごとの収量・食味等のばらつきを把握

● 自動運転アシスト機能・乾燥調整機との連携可能な製品も存在

● 各ほ場ごとの収量・食味のばらつきに応じて、翌年の施肥設計等に
役立てることが可能（収量増加率*:1年後15%、3年後20%
（併せて食味も向上））

● 収穫時のタンパク値・水分量に基づき乾燥機を分けるなど、乾燥の
効率化が可能
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●価格帯（目安）

1100万円～1850万円

●主なメーカー（本資料に掲載）

井関農機㈱

㈱クボタ

日本ニューホランド㈱

ヤンマーアグリジャパン㈱*企業公表値

〇収量等センサ付き

導入のメリット

㈱クボタ:自脱型コンバイン ディオニス（5・6条刈）

☞連絡先
㈱クボタ
TEL: 06-6648-3938
・製品HP
https://www.jnouki.kubota.co.jp/

・関連動画
https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【税込み価格（食味・収量センサ仕様）】
・DR575（5条刈・75馬力） :12,85万円～
・DR595（5条刈・95馬力） :14,92万円～
・DR6115（6条刈・115馬力） :17,11万円～
・DR6130（6条刈・130馬力） :18,51万円～

露地 施設

野菜 野菜
水稲 畑作 果樹 茶

食味センサ

収量センサ

食味マップ 収量マップ

各センサで圃場内のバラつきが見える（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
ﾒｯｼｭの1辺の⾧さは10・15・20mから選択可能

（DR575/DR595/DR6115/DR6130）

（新）こく粒流量センサ

インターネットの地図情報を活用した圃場管理や農薬・肥料などの管理、
作業記録、作業進捗管理などが簡単にできます。
また通信機器を搭載したKSAS対応の農業機械と連動すると、
品質・収量の向上や機械の順調稼動をサポートします。

とは

●クボタでは2014年「食味・収量センサ」付
コンバインを発売し、圃場単位でのタンパク
水分・収量のデータの「見える化」を実現
しました（市場稼働2000台以上）

●2019年に発売したDIONITHシリーズでは
新開発のこく粒流量センサと食味センサの
搭載位置変更により、これらの情報を連続的
に測定し、サーバに蓄積、細分化された
メッシュ状に「見える化」。

（利用にはKSAS営農コースへの加入が必要です）
●データ分析により、効率的な栽培体系、高品

質化、収量の安定化などに貢献します

＜タンパク値マップ例＞ ＜収量値マップ例＞
※食味収量メッシュマップキット（オプション）

価格:45.3万円～（税込み）
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〇直線アシスト機能・収量等センサ付き

☞連絡先
日本ニューホランド㈱
011-221-2130
https://www.nh-hft.co.jp

【対象営農類型】

【価格】
￥56,770,000～（354馬力）

● 通常の収穫作業で各圃場の作物水分・収量数値をモニターにリアルタイムで表示されます。
● GNSSレシーバーにより、自動操舵は勿論、緯度・経度を把握し計測した水分・収量の値を記録されます。
● パソコンの専用ソフトで収穫した水分・収量などを、マップ化し圃場毎の作業管理に貢献できます。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

水分センサー

収量センサー

GNSSレシーバー

高低差

水分値

収量

日本ニューホランド㈱:
PLM対応コンバイン

CXシリーズ

動画

ホームページ

●スマートアシストを使い、登録したほ場での収穫量や作業時間などを自動で専用
Webサイトに記録・蓄積。

●作業後、機械の稼動軌跡を基に情報の修正登録も簡単におこなえ、圃場ごとの
収穫情報をパソコンで一括して集計・管理でき、これからの作業計画に活かせる。

●揺動・脱穀部における籾のロス量を自動で検知し、ロス量を低減させる制御を
自動で行う「自動ロス制御機能」を搭載。

☞連絡先
ヤンマーアグリジャパン㈱
TEL:06-6376ｰ6264
https://www.yanmar.com

㈱クボタ:アグリロボコンバイン

☞連絡先
㈱クボタ
TEL: 06-6648-3938
・製品HP

https://www.jnouki.kubota.co.jp/
・関連動画
https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【価格（税込み）】
・WRH1200A2-2.1（120馬力） 1,760万円
（上記以外に刈幅2.6ｍ仕様も採用）
・DR6130A（130馬力） 2,124万円

●オペレータが搭乗し自動運転による稲・麦の収穫作業が可能な
コンバインで収穫作業の高効率化や精度化軽労化に貢献

「直線キープ」＆「らく直キープ」機能を新規搭載し、周囲刈り・
中割・大豆刈りがもっと楽に(WRH1200A2機能）

●食味・収量センサ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）により、圃場単位でのタンパク値・水分・収量データを見える化。
更に食味・収量メッシュマップキット（ｵﾌﾟｼｮﾝ）を装着することで圃場内のタンパク値・水分・収量データが
メッシュ状に把握可能（利用にはKSAS営農コースへの加入が必要です）

自動運転

スタート

3

手動刈で

圃場マップ作成

（6m以上刈取）

RTK基地局

（別売）

あぜ際から12m

以上でUターン開始 旋回タイプを

選択（U or α)

事前に設定した

モミ排出ポイント

付近まで自動で移動

4

露地 施設

野菜 野菜
水稲 畑作 果樹 茶

NEW

「らく直キープ」新機能

「直線キープ」



概要

８．アシストスーツ

● 持上げ作業において負荷を軽減
（20kgのコンテナ持上げ時、10～30%の力を補助）

● 負荷軽減に伴い作業時間を短縮（20～30%作業時間減少*）
● 軽労化により、高齢者や女性等の就労を支援

● モーターによるアシストや人工筋肉等による荷重分散効果により、
重量物の持上げ・下げ時に腰や腕にかかる負荷を軽減

● 腕のサポートや、コンテナの持上げに特化した製品も存在
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●価格帯（目安）
腰:2.5万円～150万円
腕:6万円～12万円

●主なメーカー（本資料に掲載）
㈱イノフィス
㈱クボタ
CYBERDYNE㈱
㈱ダイドー
㈱ネクスト
パワーアシストインターナショナル㈱
ユーピーアール㈱

*企業公表値

導入のメリット

●空気の力を利用した人工筋肉を搭載し、屋外でも1日中使用可能。（電気・モーター不要）
最大補助力が25kgfと強く、作業時の腰への負担を大幅に軽減。

●装着時間は約10秒と素早く作業をスタートでき、多忙な介護現場や工場、物流倉庫、建設や農業など多範囲で
使用実績あり。（累計出荷台数 １０，０００台以上 2020年３月時点）
農業の分野では中腰姿勢を維持しながら行う定植や収穫物の出荷作業での活用が期待できる。

☞連絡先

㈱イノフィス
TEL:03-5225-1083
https://innophys.jp/

㈱イノフィス:マッスルスーツ®Every

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

㈱クボタ:ARM-1Dラクベスト、パワーアシストスーツWIN-1

● ARM-1D:上腕を保持することで腕を上げた状態での果樹の棚下作業の軽労化を実現。リュックサック感覚で簡単に装
着可能。

● WIN-1:収穫した作物等の重量物（最大20kg）の運搬作業の省力化に貢献。

☞連絡先

㈱クボタ農業ソリューション
営業部国内
推進グループ

TEL:06-6648-3937

ARM-1D WIN-1

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】



CYBERDYNE㈱:HAL®腰タイプ作業支援用

● 本体重量はバッテリー含めて3kgと軽量、コンパクト。装着は約１０秒で完了。
● 腰に装着することで、作業中に腰部にかかる負荷を最大40％低減し、腰痛を引き起こすリスクを減らす。
● 作業中に発生する歩行のストレスも軽減。
● 持ち上げ動作、中腰保持、ひねり動作をアシスト。

☞連絡先

CYBERDYNE㈱

TEL:029-869-8448

Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

㈱ダイドー:上向き作業用アシストスーツ「TASK AR」

ガススプリングの反力を
腕部を支える力に変換。

上腕をサポート。

☞連絡先
㈱ ダイドー
本社 経営企画室
TEL: 0721-53-7201
https://daydo.jp/product_task_ar1.html

TASK HP

摘果・摘花・収穫作業などの
上向き（腕上げ）作業の負担軽減。

機能はそのままに、背部を
コンパクト化した新タイプ

TASK AR1.0 TASK AR2.0

NEW
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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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● 『あすらく』 アシストスーツ（非電力）
農業・物流・介護あらゆる業種の中腰作業に効果を発揮します。
軽くてコンパクトなので、着用したままでも邪魔になりません! 今日の疲れを明日（あす）に持ち越しません。

● 『らくらくWalk』 歩行アシスト（非電力）
ゴムの張力と反力を利用したシンプルで効果がわかる製品で、 膝を引き上げてくれます。



概要
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９．農業用ドローン・人工衛星（サービスを含む）

● 農薬・肥料用のタンクやノズルを搭載したドローンが、作物上空を飛行し、
農薬・肥料を散布

● ドローンや人工衛星にカメラ等を搭載し、作物の生育状況をセンシング

● 防除作業時間を短縮可能

● 急傾斜地等、人が入りにくい場所での防除作業を軽労化

● センシングによりほ場間のばらつきを把握し、適肥やばらつき解消
により収量が増加（9.7俵/10a → 10.9俵/10a*）

*企業公表値

導入のメリット

80万円～300万円

イームズロボティクス㈱
XAIRCRAFT JAPAN㈱
㈱エンルート
㈱オガワ種苗
㈱クボタ
KMT㈱
サイトテック㈱
㈱ナイルワークス
/㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
/㈱石川ｴﾅｼﾞｰﾘｻｰﾁ
TEAD㈱
東京ドローンプラス㈱
東光鉄工㈱
㈱FLIGHTS
㈱マゼックス
㈱丸山製作所

●主なメーカー（本資料に掲載）

●価格帯（目安）

〇農業用ドローン本体

㈱エアリアルワークス
㈱NTTドコモ
㈱オプティム
国際航業㈱
㈱サイバネテック
㈱スカイマティクス
㈱ズコーシャ

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
/RaveProject/Sky
link Japan

ドローン・ジャパン㈱
㈱日立システムズ
ヤマハ発動機㈱

【農業用ドローンと連携したサービス】

【農業用ドローン機体】

【人工衛星と連携したサービス】
国際航業㈱
スペースアグリ㈱

ソフトバンク株式会社

【その他 農業用ドローン関連技術】
㈱コノエ
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株式会社オガワ種苗:ciDrone AG R-17

●17Lタンクの大容量で、１人でも気軽に散布ができる大型ドローン。
●全自動散布機能付きで、初心者でも安心な機体設計です。１回の散布で２町分散布ができます。

【対象営農類型】

【価格】
￥1,200,000（税抜）

☞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/

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

株式会社オガワ種苗:FLIGHTS-AG V2

☞連絡先
株式会社オガワ種苗
ドローン事業部
0173－25－2273
https://flights-ag.com/

【対象営農類型】

【価格】
￥990,000（税抜）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

●１0Lタンクのドローンです。
●離陸から着陸まで自動で行うことができ、散布の際も全自動散

布機能付きで、初心者でも安心な機体設計です。
● １回の散布で１町分散布ができます。

【対象営農類型】

【価格】 要問合せ

● T10K: 8Lのカセット式タンク搭載、約10分のフライトで最大散布面積1haを実現
● T30K: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

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱クボタ:農業用ドローンT10K・T30K

☞連絡先
㈱クボタ
TEL:06-6648-3938
・製品HP

https://www.jnouki.kubota
.co.jp/

・関連動画
https://www.youtube.com/
user/TheKubotachannel

T10K

T30K

・自動日誌が作成できることにより、
毎日の作業管理の効率化が
図れます。

・散布軌跡の見える化により、
過去の散布作業を振り返ることが
できます。

に対応
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● マルチスペクトルセンサー搭載の農地解析専用ドローン、Parrot BLUEGRASS-FIELDS。
農作物の生育状況のNDVI（正規化植生指数）マップをリアルタイムで可視化することが出来ます。
専用アプリと解析ソフトによるNDVI解析で、適切な時期に適切な対処を施す事で精密農業を実現。

サイトテック㈱:大型ドローンによる作物や資機材の運搬

☞連絡先
サイトテック㈱
TEL: 0556-48-8378
www.saitotec.com
drone@saitotec.com

【対象営農類型】

●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です。

●別シリーズでは最大搭載物50kg仕様もご用意できます。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ユニット
型

YOROI
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

㈱ﾅｲﾙﾜｰｸｽ/㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ:
完全自動ドローン、水田・地温センサー

☞連絡先
㈱ナイルワークス
info@nileworks.co.jp

㈱インターネットイニシアティブ
info@iij.ad.jp

生育監視システム

自動経路生成

通信ボックス / アンテナ
(単三電池で動作)

センサ
ボックス

取り付け支柱

●完全自動・高精度飛行。
●農薬性能・圃場形状に合わせた飛

行速度・散布量を自動吐出し、ド
ローン自身が生み出す気流（ダウンウ
オッシュ）で適切に散布。

●薬剤散布しながら、生育監視を同時
実施。リアルタイムで葉色などを自動
診断し、追肥、防除、水管理、収穫
を最適化。

●水位・水温のみの測定とし、
部材をシンプルにすることで低
価格化を実現。

●農家自身で簡単に設置が可
能。

●静岡での大規模実証により知
見を蓄積。

設置の様子 アプリ

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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TEAD㈱:TA408

☞連絡先
TEAD㈱ 営業部
TEL:027-388-9696
info@tead.co.jp
https://www.tead.co.jp/

●30インチ×4ローターによる強力なダウンウォッシュを実現(収益面に直接影響する散布性能重視の設計)
●自動飛行（4m散布幅の確保によるAB間飛行アシスト）機能搭載
●感度調整可能な高度維持センサー搭載(果樹の枝葉を感知）
●デュアルGPS搭載(位置精度の向上)

【対象営農類型】

【価格】
オープン価格

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ソフトバンク・テクノロジー㈱/石川エナジーリサーチ㈱
:IER農業用マルチコプター「アグリフライヤー」

☞連絡先
ソフトバンク・テクノロジー㈱
公共事業部

TEL:03-6892-3152
FAX:03-6892-3913
agmiru-support@

tech.softbank.co.jp

●日本製農業用ドローン。
●農業に最適化し「バッテリー交換」と「農薬交換」を簡単に脱着可能。
●流量センサ採用により一定の噴射量を管理ムラの少ない散布が可能。
●農業資材販売サイトAGMIRU取り扱い。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

東京ドローンプラス㈱:ヘリオスアグリ(V2)

☞連絡先
東京ドローンプラス㈱
TEL:03-6450-1416
info@tdplus.jp

● 10反の面積に連続散布できる＜ヘリオスアグリ10＞

● 5反の面積に連続散布できる＜ヘリオスアグリ5＞

● 粒剤・溶剤双方に対応。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

【価格】
１０Ｌ:105万円 5Ｌ:75万円
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東光鉄工㈱:果樹(ｻｸﾗﾝﾎﾞ､ﾘﾝｺﾞ)受粉へのドローンの適用

●産業用ドローンの国内製造メーカー(製造拠点は秋田県)として、農業用を始め様々な業務に活用できるドローンを開発・製造・販売。
●農林水産航空協会認定教習施設や国土交通省認定の教習施設、教習団体としてドローン操縦に必要な操縦技能教習を実施。
●今年度は大型農業用ドローン(16リッター機)や防災・減災用ツールとして東光レスキュードローンの製品を発売する予定。

☞連絡先
東光鉄工㈱UAV事業部
TEL:0186-57-8755
uav@took-akita.co.jp
https://tokouav.jp/

このスペースに
出展内容を表す写真・図（写真や図を補足する簡潔なコメントも含む）

など記入ください。

2年前から青森県や秋田県の農業高校と
の果樹受粉に関する共同研究を進めてお
り、実験を通して十分に実用性があること
を実証

↑地元、近隣の農業高校との共同研究として、果樹(サクランボ、リンゴ)の受粉に関する共同研究に係る実証実験の様子。

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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1ha

㈱FLIGHTS:農薬散布ドローン「FLIGHTS-AG」

☞連絡先
㈱FLIGHTS 農業事業部
050-3628-2276
info-agri@droneagent.jp
https://flights-ag.com/

【対象営農類型】

【価格】
￥820,000(税抜）
機体（タンク容量10ℓ）、送信機、
バッテリー2本、バッテリーチャージャーがセット

●必要機能に特化させ、リーズナブルな価格と維持費を実現。
●初心者にも安心して無理なく使える機体性能。半自動航行や危険回避機能を搭載。
●準備から片付けまで農薬散布にかかる作業時間を短縮。モーター音も静か。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

軽トラック・軽自動車
で運搬可能

散布幅4m
噴出量0.8ℓ/分

小回りが利くため中山間部、
特殊な形状の圃場で使える

【対象営農類型】

【希望小売価格】
605,000円～1,122,000円
・行政書士による格安代行申請ｻｰﾋﾞｽ
・1年目は賠償責任保険付帯
・生産はものづくりのまち、東大阪
・農林水産航空協会認定機
・国交省ホームページ掲載無人航空機

㈱マゼックス:農業用ドローン「飛助」-tobisuke-
日本の圃場と国内目線で進化した国産モデル

10L機 飛助MG/DX 5L機 飛助mini
中山間地で本格的な
農薬散布を実現させた性能重視小型機！

特許取得技術により
高品質な散布能力を発揮！

☞連絡先

㈱マゼックス
TEL:072-960-3221
sp@matuzx.com
https://mazex.jp/

●独自のフライトコントローラー搭載で安全性向上
●ｵﾌﾟｼｮﾝで高度・障害物レーダーも直感で使える。

※障害物レーダーは10L機体のみ取付可

●バッテリー1本で、10L機は2ha、5L機は1ha散布
可能

●液体・粒状・肥料・豆つぶ®剤 これ1台
散布装置脱着簡単!

豆つぶ®剤はクミアイ化学工業(株)の登録商標です。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



☞連絡先
㈱丸山製作所

丸山サポートセンター 0120-898-114
お問い合わせフォーム
https://www.maruyama.co.jp/contac
t/contact_support.html
ホームページ
http://www.maruyama.co.jp

【対象営農類型】

【価格】
～ ￥2,200,000

● 薬液搭載４L～9Lを取り揃えており、モデルにより５反～１町歩散布可能です。丸山製ピストンポンプと国産ヤマホノズルで
最適防除が可能なモデルや自動離着陸のアシスト機能で、快適防除できるモデルなどがあります。

● 小型軽量タイプ、アーム格納のコンパクトタイプは、いずれも中山間地から大規模圃場まで散布作業の労力を軽減します。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱丸山製作所 .

＜MMC940AC＞

＜MMC1060＞

＜MMC1501＞
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〇ドローンと連携したサービス
㈱エアリアルワークス:DJI AGRAS MG-1

☞連絡先
㈱エアリアルワークス
TEL:099-203-0932
umezu@arws.jp
https://arws.jp お問合せ

フォーム

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

●DJI AGRAS MG-1を機体として使用。
●水稲、麦、大豆、玉ねぎ、山芋、さとうきび、里芋などの畑で導入が進んでおり、

じゃがいも、栗、みかん(傾斜地)、りんご(受粉)、甘藷(サツマイモ)も実証中。
●1フライトで1ha散布・10L(Kg)を搭載して最高時速20kmで散布可能。

液剤、粒剤に対応・軽トラで運搬可能なサイズ。

【価格】
99万円/機体+散布装置
2000円/1反

㈱NTTドコモ:ドローン農作業支援システム

☞連絡先
㈱ＮＴＴドコモ 北海道支社 法人営業部
TEL:011-242-5311
nougyou-hkd-ml@nttdocomo.com

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【価格】
￥7万円/年 ※別途初期費用5万円

●ドローンによる牛追い、牧柵点検及び雑草検知
などにより放牧管理業務の効率化を目指した実験
を実施しています。

●ドローンを活用した農作物の生育状態把握システム。独
自改良したドローン機体を自動飛行させ、人の目では判断
が難しい光合成の活性度(NDVI)を把握できます

<畜産業(実験中> 総務省:ICT地域活性化
大賞優秀賞受賞
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●圃場の空撮画像や気象、センサーのデータをAgri Field ManagerでＡＩ分析し、圃場管理を最適化することで、ドローンによるピ
ンポイント農薬散布が可能。

●ドローン技術に加え、自動音声入力可能な作業記録システム（Agri Assistant）とも連携し、総合的に農業をサポート。
●２つのシステムを組み合わせることで、収量管理、予測が可能となるよう今後開発予定。

㈱オプティム:AgriManager、AgriAssistant、AgriDrone
AIで圃場管理、作業負担を軽減
ドローンで撮影した画像データと気象・
センサーデータを活用し、圃場を一括
管理、病害虫判定、リスク診断をご
提供します。

生育分析を行うことで高品質・高収
量な作物を
画像データや気象・センサーデータを
組み合わせ、多角的な生育分析を
行うことで、作物に対する好適環境条
件を見出すことができます。  

スマート農機の管理
Agri Field Managerに接続され
たさまざまなメーカーのスマート農機
を統合管理し使用感を統一するこ
とができます。

☞連絡先
(株)オプティム
TEL: 03-6435-8567
info-it-agriculture@optim.co.jp
https://www.optim.co.jp/

㈱サイバネテック:
ドローンリモートセンシング技術による農作物の生育状況監視

☞連絡先

㈱サイバネテックソリューショ
ンビジネス営業部

TEL:03-3668-8089

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

RedEdge-MX デュアルカメラ RedEdge-MX Red及び
RedEdge-MX Blue 

熱赤外線センサー付き
マルチスペクトラルカメラ ALTUM（アルタム）

● ドローン(Inspire2,Matrice200)、自動飛行・自動空撮アプリ、マルチスペクトルカメラ(RedEdge-MX デュアルカメラ、
Altum)、及びPix4D社のソフトを組み合わせて空中から農作物の生育状況をNDVI数値で把握。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

国際航業㈱: 営農支援サービス 天晴れ

＜生育診断＞ ＜圃場測量＞
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特⾧

●圃場内の生育ムラや肥料等の
散布ムラを詳細に把握
→例:新品種の栽培傾向の把握に活用
●高品質化、高収量化の実現をサポート
●空間分解能2～5cm
(撮影方法により変動)
●マルチスペクトルカメラでの撮影が必要

※価格については、撮影ならびに画像補正数により異なるため、都度見積もりにて
提示させていただきます。また、ドローンの撮影依頼も別途承っております。

ドローン撮影

高低差傾向把握プランの例(DSMデータ)
低

高

●高低差傾向把握プラン
・適切な土量の配置計画、圃場均平化の作業効率を実現

●高精度高低差把握プラン
・明/暗渠工事設計のための高精度データ
・垂直水平方向±5cmの精度を実現

☞連絡先 国際航業㈱
TEL:03-4476-8069

mail: agriculture@kk-grp.jp
https://agriculture.kkc.jp/

ドローン撮影

ユーザーがドローンで撮影した画像を営農支援サービス「天晴れ」のシステムにアップロード、
「天晴れ」が解析し、農作物の生育状況や圃場の均平度合いを可視化した診断レポートを提供します。

高

低

画像解析
高

低

水稲SPAD値診断の例

画像解析



●UAVを用いて撮影した畑地土壌の画像から、圃場内の精密な窒素肥沃度を把握し、
窒素可変施肥地図を作成・提供。

●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。
●また窒素可変施肥地図と連動可能な施肥機を使用すれば、地図に従って適切な化

学肥料の投入量を自動で施肥が可能。

☞連絡先
㈱ズコーシャ
TEL:0155-33-4400
bori@zukosha.co.jp

㈱ズコーシャ :ドローンを活用した可変施肥マップ

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

ソフトバンクテクノロジー㈱／RaveProject／SkyLinkJapan:
ドローンによる効率的な直播技術

●直播用種子コーティングを鉄粉で調整し、更にルーチンFS、キラップシードFSなどの殺虫殺菌
効果の調整を行ったうえで、最高のドローンコントロール技術とドローンセッティング技術、自動
航行システムを組み合わせることにより、ドローンで播種できる、殺虫殺菌効果を持たせた発芽
率の高い直播用の種子コーティング技術の開発が可能。

30年に渡りラジコン及びドローンによる
1,200haもの農薬散布実務を行う、ド
ローンの第1人者である、請川誠一氏
（(有)レイブプロジェクト）と連携

☞連絡先
ソフトバンク・テクノロジー㈱
TEL: 03-6892-3152
agmiru-support@

tech.softbank.co.jp

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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【保存・共有】
ドローンで撮影した画像を圃場内の
位置に即して配置し記録。
農業従事者間の情報共有ツールと
しても利用可能。

葉物野菜の収量計測

【解析】
可視光のセンシングにより生育ムラを
数値化。画像解析やAI解析技術
を用いて、生産者に有益な情報を
提供。

水稲の色味マップ

HP

DSMメッシュ

㈱スカイマティクス:葉色解析サービス「いろは」

☞連絡先
㈱スカイマティクス
info@skymatix.co.jp
https://smx-iroha.com/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

●葉色解析サービス「いろは」は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。水稲の雑草マップや色味マップ、葉物野菜の収量計測を実施。

●固定翼ドローンと「いろはMapper」を利用することで、圃場の作付確認の見回り労力が
削減可能。

● DJI社製ドローン等、市販のドローンで対応可能。 DJI社製ドローン

【価格】
¥12,000/年～

【作付確認】
固定翼ドローンで撮影した画像
を「いろはMapper」上に表示。
現地の見回りに要する時間が
削減可能。
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㈱日立システムズ:ドローンを使った営農支援

☞連絡先
㈱日立システムズ
TEL: 03-5435-1059
hidemitsu.miyagawa.yo@hitachi-systems.com

●マルチスペクトルカメラ搭載ドローンにより取得した撮影データか
ら、光の波⾧により農作物の生育むらを発見。

●クラウドシステムを通じ、クライアントにデータを提供。

近赤外光カメラ搭載ドローン
により、ほ場を撮影

植生指標
の算出

☞ 追肥量の最適化支援

☞ 収穫順の決定支援

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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●ドローンでのセンシングから無人ヘリと連動した散布までの作業を管理するIoTシステム。
●ドローン等を使った圃場センシングを数日～数週間単位で実施し、その結果に応じて、薬剤散布、追肥等を産業用ドローン

を用いて行うことで、収穫量のアップや生産コストの低減、圃場の状況チェック作業の軽減等に寄与。
●センシングによる生育分析や病害虫検知のサービスと連携し、情報をシステム上で管理することで、精度の高い散布が可能。

☞連絡先

ヤマハ発動機㈱

TEL:053-482-8331
ymc_ums@yamaha-
motor.co.jp

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

産業用ドローン YMR-08

ヤマハ発動機㈱:ドローンと連携した散布管理IoTシステム

Drone Japan(株):DJアグリサービス2022

☞連絡先
ドローン・ジャパン株式会社
info@drone-j.com
https://www.drone-j.com/

【対象営農類型】

【価格】
￥20,000/年～
（税別、詳細 要問合せ）

●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。
●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

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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〇人工衛星と連携したサービス

スペースアグリ㈱:衛星リモセンデータ配信サービス

☞連絡先
スペースアグリ(株)
TEL:070-4293-7773
info@space-agri.com
https://www.space-
agri.com/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【価格】
①￥200/ha/年
②¥2,000/ha/年

①見るだけの限定版サービス
●3m分解能の衛星リモセンデータから得られる生育

マップを、晴れたら翌日にWeb配信します。
●現在の活動範囲は、北海道の十勝地方、オホーツ

ク北見・網走・斜里地方に加え、空知・上川・滝
川・富良野の一部。3月中～11月中まで見放題
（面積応分で年額制）。

②フル機能版サービス
●衛星リモセンデータから取得される生育マップをベー

スにして、生育状況に応じた施肥マップを簡単に作
れます。

●ほ場の癖をご存知の方は、ご自分の好きなように分
布・量を変えたりできます。

●できあがった施肥マップは、高性能ブロキャスやガイダ
ンスシステム、トラクターなどにUSBメモリー等で入力
することで、容易に自動可変施肥が実現できます。

2017-05-29 09:29:30

2017-06-13 09:30:33

2017-07-15 09:31:56

c. ドローン

リモセン

データ

e. 地力マップ f. 収量センサーd. 車載センサー

空走り

施肥マップを様々な形式で出力

の背景箇所が
当社が提供するサービス。

ISO-xml Shapefile Csv file

＜施肥マップ＞

生育状況

に応じた
施肥設計

は、責任
を持てる
方が実施

生育マップを様々な形式で出力

ShapefileCsv file

＜データ収集手段＞

＜作業に応じたメッシュ作成＞＜生育マップ＞

a. 過去の衛星

リモセン

データ

b. 高頻度衛星

リモセン

データ

・解析ソフトウェア

・ガイダンスシステム

・トラクター

・作業機械（ブロキャス）

●ソフトバンクは、人工衛星を利用した低コストな高精度測位サービス 「 ichimill（イチミル）」を提供しております。
●農業用トラクターをはじめとする農業機械の自動運転や運転アシスト、農薬散布のためのドローンの自動航行などスマート農業への取り組みや
促進にご活用頂けます。
●通信モジュールを搭載した安価な 2 周波対応の GNSS受信機（ LC01 ）や、Ntrip方式での補正情報配信サービスなど、お客さまのニーズ
に合わせたサービスの提供が可能です。

ソフトバンク株式会社:ichimill
高精度測位サービス

【対象営農類型】

【価格】
お問い合わせください

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

☞連絡先
ソフトバンク（株）
＜HP問い合わせ先＞
https://www.softbank.jp/biz/services/analytics/ichimill/
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〇その他 農業用ドローン関連技術

㈱コノエ:ドローンポイント

●ドローンによる作業時に圃場の間違いをなくす。目印
（ドローンポイント）を地面に埋め込み
ドローンポイントをドローンに認識させ、圃場をID化する
ことで、無人作業機の情報設定の精度をアップ。

●目視でも確認できるため、座標に対する信頼性も向上。

☞連絡先
㈱コノエ 測量事業本部
TEL:06-6747-6051
http://www.konoe.co.jp 



概要

10．水管理システム

● 圃場の水位・水温等を各種センサーで自動測定し、ス
マートフォン等においていつでもどこでも確認が可能

● 給水口等の遠隔操作や、農業者による設定値に基づく
自動制御が可能な製品も存在

● 圃場の見回り作業が大幅に省力化（水管理に要する
時間が80%減少）

● 水位が下がった時や、低温・高温の時は、スマートフォン
に警告が送られ迅速な対応が可能
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●価格帯（目安）

導入のメリット

・初期費用:無料～約75万円
うちセンサー１台あたりの価格:約1万円～約6.5万円

・月額利用料:500円/台～約1万円/台

㈱AmaterZ
㈱インターネットイニシアティブ
㈱エスイーシー
㈱笑農和
㈱クボタケミックス
上越ICT事業協同組合
㈱ナイルワークス
/㈱インターネットイニシアティブ

㈱セラク
ソフトバンク㈱
ニシム電子工業㈱
ハイパーアグリ㈱
㈱farmo
ベジタリア㈱
㈱ほくつう/積水化学工業㈱

●主なメーカー（本資料に掲載）

㈱AmaterZ:
シンプルな水田の水位管理センサー「inamo」

●小型軽量かつ、自己発電により電池不要で耐久性が高くメンテナンス不要な⾧距離無線セン
サネットを開発。水位の異常をスマートフォンで監視可能。水位状況は青・黄・赤三段階でわか
りやすく表示され、見回るべき場所を一目で判別可能。

●水位だけではなく、温度・湿度・明るさ・水温などのデータ取得も可能。

☞連絡先
㈱AmaterZ
TEL:03-6455-6884
info@amaterz.com
https://www.amaterz.com

製品HP

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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㈱エスイーシー:WeatherBucket(ウェザーバケット)

☞連絡先
㈱エスイーシー
TEL:0138-23-5433
weather@secnet.co.jp

● 多機能気象観測システム「WeatherBucket(ウェザーバケット)」を展開。コンパク
トかつ一体型の気象観測システムとして、気温・相対湿度・露点温度等を計測可
能。太陽電池により、商用電源は不要。

● 水田の水温管理や日射量測定による水位変動推定が可能であり、水管理にも
活用が可能。

水田管理での例（北海道）
水田のリアルタイムデータ、過去デー
タを、水田・水路の管理に活用。

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

☞連絡先 (株)笑農和
TEL : 076-482-3998
HP : https://paditch.com/ ▶▶▶▶▶
E-mail : paditch_sales@enowa.jp

㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ:スマート農業システム MITSUHA

☞連絡先
IoTビジネス事業部 アグリ事業推進室
03-5205-4466
info@iij.ad.jp
https://mitsuha.iij.jp/

【対象営農類型】●通信費用や初期導入が低コストで利用可能

●毎日の水回り作業の前にスマートフォンでチェック、水管理を省力化

●水位変動を素早く検知し設定値を下回ったらアラートでお知らせ

●水位、水温データを元に、漏水アラート、病害の発生予測、生育
状況を可視化

＜センサーボックス＞
・センサーを田面に設置し、水田の水位と

水温を測定

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

MITUHA
ブランド
サイト

＜通信ボックス＞
・測定した水位、水温データを無線通信で

無線基地局へ送信
・単3電池 2本で1シーズン稼働

LPWA無線通信技術 LoRaWAN® に対応し、センサーデータを集約
LoRaWAN ®により「低消費電力」「⾧距離通信」「低コスト」を実現

【水田センサー MITSUHA LP-01】
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㈱ﾅｲﾙﾜｰｸｽ/㈱ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ:
完全自動ドローン、水田・地温センサー（再掲）

☞連絡先
㈱ナイルワークス
info@nileworks.co.jp

㈱インターネットイニシアティブ
info@iij.ad.jp生育監視システム

自動経路生成

通信ボックス / アンテナ
(単三電池で動作)

センサ
ボックス

取り付け支柱

●完全自動・高精度飛行。
●農薬性能・圃場形状に合わせた飛

行速度・散布量を自動吐出し、ド
ローン自身が生み出す気流（ダウンウ
オッシュ）で適切に散布。

●薬剤散布しながら、生育監視を同時
実施。リアルタイムで葉色などを自動
診断し、追肥、防除、水管理、収穫
を最適化。

●水位・水温のみの測定とし、
部材をシンプルにすることで低
価格化を実現。

●農家自身で簡単に設置が可
能。

●静岡での大規模実証により知
見を蓄積。

設置の様子 アプリ

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱クボタケミックス:ほ場水管理システム「WATARAS」

☞連絡先
㈱クボタケミックス
事業企画部 スマートアグリ推進課
TEL:03 - 3245 - 3085 
kc_g.wataras.info@kubota.com

【対象営農類型】

WATARAS(ワタラス)は水田の給水・排水をスマートフォンやパソコンでモニタリングしながら、
遠隔操作または自動で制御できるシステムです。導入によって以下のメリットが期待できます。

【軽労】 水管理労力の低減
【節水】 無駄な排水を減らして用水を効率的に活用
【安全】 夜間・早朝でもタイマー設定した時間に給水可能
【見える化】水管理・気象予報の履歴をデータ化、グラフで確認可能

※農研機構での試験では、水管理に要する労働時間を約８割削減、用水量は約５割減少。

露地 施設

野菜 野菜
水稲 畑作 果樹 茶

【価格】
＜機器＞

通信集約LoRa型電動ｱｸﾁｭｴｰﾀ:12万円
水位水温計（有線）:3万円
通信中継機（LoRa用）:30万円

＜通信システム＞
システム利用料:0.8万円/年・中継機1台

※その他、取付工事費等が必要です。
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ニシム電子工業㈱:農業向けITセンサーMIHARAS

☞連絡先
ニシム電子工業㈱
TEL:092-482-4700
https://www.nishimu-
products.jp/miharas/

説明動画も公開中!

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】



ハイパーアグリ㈱:
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イオン水生成装置

フィールドマイスターIoT3.0

●環境情報収集機能:気温・湿度・地温・気圧・照度・水位センサーを標準装備し、最適なイオン処理を全自動で行うほか、
刈取適期など、作業指標をメールでお知らせする機能があります。

●水位バルブ制御機能:生⾧ステージ、農法、地域柄、品種に対応し、人手を介さずに水管理が可能になります。

● イオン水生成装置「フィールドマイス
ター」は、栽培ステージに応じて用水をイ
オン化させイネを頑健に育てる装置です。
● イオン処理効果としては、収量増加
（移植:17.5％増、直播:14.3%増（デー
タ収集協力:農試、普及所等））、品質向上、
倒伏軽減などが期待できます。

☞連絡先
ハイパーアグリ㈱営業部
03-5413-7417
info@hyper-agri.com
http://hyper-agri.com

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

㈱farmo:スマホでらくらく水管理「水田ファーモ」

●水田の水位を遠隔からスマートフォンで閲覧が可能。
●さらに水口の開閉も遠隔からスマートフォンで操作できるので、

給水・止水を自動化でき、水管理を大幅に省力化できる。
●設置しやすいシンプルな機構と分かりやすい操作性でストレスなく利用可能。
●必要機能と最小限の構造に絞り、生産者が導入できる低コスト化を実現。

☞連絡先
㈱farmo
TEL:028-649-1740
Mail : support@farmo.info
HP : https://farmo.info/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

グラフ表示地図表示データ表示

データ更新

操作

月額無料で使える
取り外し簡単

太陽光で24時間稼働

ベジタリア㈱:PaddyWatch等

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

PaddyWatch

agri-note

FieldSever

その他、栽培管理システム等との連携が可能

●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、自動給水栓（開発
中）、営農管理システム上で閲覧・管理可能。

Field-EX
圃場管理

水稲水位水温管理環境情報管理

ため池水位管理

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶



㈱ほくつう／積水化学工業㈱
:水田水管理省力化システム( )

☞連絡先

積水化学工業株式会社
環境・ﾗｲﾌﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 総合研究所
TEL :03-6748-6521
https://www.eslontimes.com
mimawari@sekisui.com

株式会社ほくつう アグリ事業担当
TEL:076-237-3817

https://www.hokutsu.co.jp/agri/
info_agri@po.hokutsu.co.jp

積水化学工業(株) (株)ほくつう

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

水まわりくん+エアダスバルブ/低圧用水バルブ
水まわりゲートくん

/

〇機側設定型・遠隔設定型

〇遠隔設定型

給水作業を自動化、水管理を大幅に省力化

システム導入イメージ
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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



5252

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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●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

60

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
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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。

6464

● 〈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
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（参考1）開発中の技術

上山集落みんなの農業コンソーシアム:自律移動ロボット技術を用いた半自走式草刈機

●作業者負担を減らすため、可能な限り自律的に草刈を遂行する高い自律性を持った
草刈ロボットを開発。導入予定場所は、中山間地の15度以下の緩斜面、平坦地と
し、天端30cm以上の畦畔での走行実証も実施。

●導入時の農家実質負担を軽減できる雑草管理ロボットを開発。ロボットの導入により、
作業者の労働時間を５割以上削減することが目標。

〔研究代表機関〕
（研）産業技術総合研究所
〔参画研究機関〕
㈱筑水キャニコム
太洋産業貿易㈱

（特非）英田上山棚田団

☞連絡先
（研）産業技術総合研究所
知能システム研究部門
TEL:029-861-7157
tamio.tanikawa@aist.go.jp

㈱NTTドコモ:栽培管理用AIロボット

 畑作有機栽培において除草作業の自動化も可能。

 カメラ映像からAIが作物の列をリアルタイム認識。

 認識結果を用い作物を踏まないよう自律走行。

 除草機構により作物列間の雑草生育を抑制。

☞連絡先
㈱NTTドコモ
担当: サービスイノベーション部

ビッグデータ担当
TEL:046-840-3466
info-agri-robo-
ml@nttdocomo.com

作物

雑草

特徴
作物をまたいで自動走行する 除草はロボット後部の機構で行う作物と雑草の認識

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

〇リモコン草刈機

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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奈良工業高等専門学校/奈良県農業研究開発
センター:イチゴの収穫・管理支援用運搬台車

市販運搬車に、①モータによる４輪独立駆動機構、②測域センサ、
③操作ハンドルを付与した。
これにより、(Ａ)走行安定性が強化され、(Ｂ)収穫・管理作業の
手を止めることなく走行・方向制御でき、また、(Ｃ）ベンチ端で容
易に転回可能となった。

オートモード

・測域センサを用いてポールを検出
・支柱の座標を利用して直進
・通路内の位置どり(支柱からの距離)は
設定可能

☞連絡先
奈良工業高等専門学校
TEL: 0743-55-6115 iida@ctrl.nara-k.ac.jp
奈良県農業研究開発センター
TEL: 0744-47-4491   nishimoto@naranougi.jp

〇運搬ロボット

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

アイ・イート㈱/宇都宮大学:汎用農作業支援ロボット

☞ 連絡先
アイ・イート㈱
TEL: 028-662-3332
info@ieat-fresh.com
https://www.ieat-fresh.com

枝収集レーキ等モジュール開発中。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

重量作物の収穫補助

※車体部のサイズです。荷台サイズは応相談いたします。
人追従等、一部自律移動可能な農作業支援台車。車体製造:関東農機（株）
4輪駆動、傾斜地対応。重量物搬送の作業を省力化。

120kg可搬 人追従
動作

※レーザーセンサ

リモコン
操作

※無線&本体据付

20°登坂可
機能モジュール外付対応
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イームズロボティクス㈱:イノシシ追払いドローン

●赤外線センサーがイノシシを感知 ⇒ 信号を受けドローンが自動発進 ⇒
AI画像認証でイノシシを追尾 ⇒ 逃げたらドローンポートに戻り充電しながら待機。

●充電機能付ドローンポートは開発中。

☞連絡先
イームズロボティクス㈱
TEL:024-573-7880
info@eams-robo.co.jp

赤外線センサー

タブレット運用

TEAD㈱:鳥獣害対策ドローン＆ユーソニック、ドリフト軽減ノズル

●鳥獣の嫌う音波で獣害対策を行う装置であるユーソニックと、機動性の高いドローンと融合させた獣害対策を構築中（ユーソ
ニックは鉄道電気技術賞・グッドデザイン賞・日本電気協会の特別功績者表彰を受賞）。

●ノズルボディ自体に角度をつけたり、ブーム状のものの形状をアーチ型に変更し、果樹などの葉裏に農薬が付着できるよう、ノズル
を改良中。

☞連絡先
TEAD㈱

TEL: 
027-388-9696

〇鳥獣対策

㈱スカイシーカー:ドローンを活用した農作物鳥獣被害対策調査

●鳥獣対策としてドローンに搭載された高精細カメラ等を利用し、上空から鹿の個体数を正確に把握し、農業や林業への被害
実態、被害の防除・生息環境管理を行うためのシステムを構築。

☞連絡先

㈱スカイシーカー
TEL:03-6260-8960
info@skyseeker.jp

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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（参考２）畜産関係の技術（開発中の技術を含む）

☞連絡先
㈱AmaterZ
TEL:03-6455-6884
info@amaterz.com
https://www.amaterz.com

製品HP

㈱AmaterZ:
牛の空胎期間を適正に保つソリューション「tukumo of cow」

●小型軽量かつ、自己発電により電池不要で耐久性が高くメンテナンスが不要であり、遠隔監視を低
コストで実現可能な⾧距離無線センサーネットワークである「tukumoシステム」を開発。

●牛の活動量と体温変化から、発情兆候の発見や、傷病状態監視、産後回復期事故防止、 行
動・状態変化捕捉等が可能。また、センサーは、牛や豚の首ベルト、耳標、尻尾など装着 箇所の
自由度が高く、畜舎の温度・湿度・照度・ガス濃度なども同じセンサーで監視が可能。

☞連絡先

TEL:080-2230-1129
info@eco-pork.com

当社概要および
お問合せは、左記の
QRコードからもご覧
頂けます。

㈱Eco-Pork:養豚経営支援システム「Porker」

●養豚経営における必要情報を簡単に記録し、分析が可能なクラウド型管理システムを販売中。
●得られたデータから作業予定の管理および繁殖成績・肥育成績の最適化支援を行う分析結果を提供することで養豚生産者の

作業省力化、経営力向上に貢献。
●豚舎内の温度・湿度等の環境データを自動で取得し、Porkerにデータ連携する環境センサーのサービスを開発・実証中。

Porkerの活用イメージ

〇家畜生体管理

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

【対象営農類型】

☞連絡先
伊藤忠飼料㈱ 業務部
情報システム開発チーム
TEL:070-3872-6472
fukunaga.kaz@itochu-f.co.jp

伊藤忠飼料㈱／NTTテクノクロス㈱:

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

●撮影した豚の画像から、独自の画像認識技術を組み込んだ計測ロジックで豚の体重を推定する「デジタル目勘」。
●出荷時の体重の違いなどで豚の価格が変わることに悩む養豚農家に対し、本サービスは豚の体重を簡易に推定することで養豚農家

の作業省力化、経営向上に貢献。

＜特徴＞
「非接触型」の体重推定システム

小型・軽量で⾧時間駆動

安定的に高い精度で推定

豚体重推定システム「デジタル目勘」

YouTube

【価格】
ソフトウェア利用料 15,000円/月・台
端末価格 518,000円/台
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●無線センシング機能を有した体温センサーを牛の膣内に挿入することにより、微妙に変化する体温を5分毎0.1℃単位で計測し、
その情報をモバイルデータ通信網を介して監視サーバで保存管理・情報提供する。

●分娩が予想される1週間前にセンサーを膣内へ挿入留置することにより、分娩の約24時間前の段取通報や、分娩直前の駆付け
通報を行い、分娩準備や分娩介助を行うタイミングを通知する。また、発情前が予想される１週間前にセンサーを挿入留置するこ
とにより、発情通報や妊娠鑑定を行うことができ、繁殖成績の向上に貢献する。

●モバイル牛温恵の導入牧場は2,300牧場、約92,000頭の母牛に活用され、日々約200頭の分娩をサポート。
●畜産農家さんとタッグを組んで「分娩事故ゼロへの挑戦」を行っている。

☞連絡先
牛温恵カスタマーセンター
TEL:0570-783-133
info@remote.co.jp

㈱NTTドコモ／㈱リモート:
牛の分娩・発情発見システム「モバイル牛温恵」

牛温恵HP

京都大学／㈱ワイピーテック:
瞳孔撮影によるビタミンＡ簡易測定による肥育牛の適切な管理

●肉牛を肥育する上で最も重要となる血中ビタミンＡ濃度(VA)について、瞳孔カメラによ
る計測装置を開発中。

●さらに、体温、給餌・飲水量、肥育環境等を計測可能なセンサー群も合わせて導入し、
種々のデータをデータベースに蓄積することにより、肉質、収量との関係を明らかにし、そ
れらのデータと個人農家および地域の戦略・要望に応じた肉質の肥育牛生産、およびス
トレスを最小限に抑える黒毛和種の精密肥育を実現。

サーモカメラによる目の画像

☞連絡先
京都大学 農学研究科
生物センシング工学研究室
TEL:075-753-6170
kondonao@kais.kyoto-u.ac.jp
fujiura@kais.kyoto-u.ac.jp

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

【対象営農類型】

NECソリューションイノベータ㈱:
AI×スマートフォンを活用した豚体重推定技術

●スマートフォンで撮影した画像から豚を判別し、スマートフォンに搭載されているステレオカメラから距離を割り出し、豚の体重を推定。
●なお、画像からの豚検出は、ＮＥＣの画像解析技術およびＡＩ（機械学習）を駆使し、豚の格好（立っている、寝ている）に

かかわらず、豚を特定可能。

☞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

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物
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●「ＭＯＨ－ＣＡＬ」は、酪農牛・肉用牛の発情、分娩、育成、肥育など飼養管理全般を支
援するためのシステムとして、牛にセンサーなどを取り付けるのではなく、牛房に取り付ける赤外線
モーションセンサーカメラにより得られた画像について、システム側が自動的に画像解析を行ない
個別の牛の行動を分析し、その行動に対して異常検知などの必要に応じて牛の管理者の携帯
電話やスマートフォンへメール通知する。

☞連絡先
㈱コンピューター総合研究所
TEL:029-303-8851
contact-cal@moh-cal.com

㈱コンピューター総合研究所:
MOH-CAL（画像による牛管理）

●web牛歩は、インターネット回線を利用するので、いつでも、どこででも発情開始時間と授精適期を確認。1時間単位で24時間リア
ルタイムに発情状況をグラフ表示して繁殖ロスを削減。

●牛歩１０は、 1台で10頭まで管理が可能、パソコン不要の表示盤タイプ、ボタン1つで簡単操作、3時間単位で72時間リアルタイ
ムにグラフ表示、コンセントに挿すだけの簡単設置。

●歩数計をネックタイプへ、web管理システムの「Step」へのアップデートで牧場業務をより強力にサポート。

☞連絡先
㈱コムテック
TEL:0984-25-6070
http://www.s-comtec.co.jp/
Info@s-comtec.co.jp

ネックタイプ牛歩
間もなくリリース

発情検知率:牛歩と同等
開発期間:７年

新クラウド型飼育牛管理システム

Step
間もなくアップデートリリース
従来の牛歩webと比較して

より広い範囲の牛群と牧場業務の管理

牛歩１０ =  ICTアップデート

次の
ステージへ

次の
ステージへ

㈱コムテック:クラウド型飼育牛管理システム(Step)
繁殖・健康管理システム(牛歩シリーズ) 

お問い合わせ
フォーム

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

【対象営農類型】

光和ネットサービス㈱:
電池レスビーコンによる牛の行動管理ソリューション「ルミログ」

☞連絡先
光和ネットサービス㈱ 企画部
TEL:048-446-7780
rumilog@kowa-ns.co.jp

◆電池レスビーコンの取付け状況

●繋ぎ飼い牛舎、フリーストール牛舎、フリーバーン牛舎、放牧地での牛の行動管理が可能。
●牛の行動（採食、反すう、静止等）や活動量の推移を記録。
●センサーは軽量（約60ｇ）で電池は使わずメンテナンスフリー。
●ソーラー発電機により放牧地等の電源確保が難しい環境での利用も可能。

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物
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☞連絡先
㈱セントラル情報サービス

牛プロジェクトチーム
TEL:06-6538-2532
ishindenshin@cisnet.co.jp

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

㈱セントラル情報サービス:
胃診電信（胃内センサーによる牛の健康管理）

●牛ルーメン内に投入・留置した無線温度センサにより、５分毎２
４時間３６５日継続して深部体温計測を行う事で早期の疾
病・転倒事故対策や繁殖（発情・分娩）の支援を行う。

●収集・蓄積した温度データを分析、個体毎の体温変化を監視し
症状や行動に表れる前の体温推移から状況を捉え、メール通知。

●個体情報はＰＣ・スマートフォン・タブレットにより、どこにいても確認可能。
●給水回数や異常な体温変化の早期通知、繁殖管理の的確な通知により慢性

疾病対策や生産性向上を進め、農家経営効率化・働き方改革を支援。

●牛（酪農、肥育、繁殖）に取り付けたタグに内蔵されたセンサーから収集したデータを分析し、リアルタイムに動態・起立・横臥・反
芻などの複数の行動を人工知能で分析し、異常を検知する。

●取得した行動データはパソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できるよう「見える化」し、牛の発情や疾病兆候・転倒事故等
はアラートでお知らせする。

●人の観察力を最新技術で補助し、農場の生産性を高めるサービス。

☞連絡先
デザミス㈱
TEL:03-6380-7239
contact@desamis.co.jp

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

デザミス㈱／NTTテクノクロス㈱:
U-motion® (牛群管理、行動モニタリング、異常検知)
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㈱ファームノート:牛向けIoTセンサー 「Farmnote Color」
クラウド牛群管理システム 「Farmnote Cloud」

第8回ものづくり日本大賞
内閣総理大臣賞 受賞

第5回日本ベンチャー大賞
農林水産大臣賞 受賞

☞連絡先
(株)ファームノート
TEL:03-3447-8213
support@farmnote.jp
https://farmnote.jp/

●斃死鶏の検知作業をＮＥＣの画像認識技術と機械学習技術を組み合わせて自動化する。鶏舎内の通路を専用の台車で回り、
ケージ内を撮影し、この動画をあらかじめ学習させた大量の画像と照合し斃死鶏を検知する。

☞連絡先
ＮＥＣ
heisikeisl@kgs.jp.nec.com

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

ＮＥＣ:斃死鶏発見システム

リコーインダストリアルソリューションズ㈱:
牛群管理システム ”RICOH CowTalk”

≪センサー≫

≪データ中継器≫

☞連絡先
リコーインダストリアルソリューションズ㈱
TEL :050-3814-6518
zjc_agri_info@jp.ricoh.com
https://cowtalk.ricoh.com/ サービスサイト

センサーデータの活用による機能
●行動分類 （反芻/活動/静止）
●発情兆候検知
●反芻低下通知

※内容は変更となる場合もございます。
※販売サポートは日本全薬工業㈱様と行っていきます。

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】
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TIS北海道㈱:酪農管理システム

☞連絡先
TIS北海道㈱業務推進室
TEL:011-251-5514
mail: kanri@tis-h.co.jp

●酪農事業を取り扱っている農協様や各種団体様向けのクラウドサービスです。
●酪農に関するさまざまなデータを一元管理することで、より的確な営農支援を実現します。

 生産管理
出生、異動、死亡等の生産情報の入力や報告を行います。
 生乳管理
出荷乳量および生乳検査結果の取込みと修正を行い、
生乳に関する帳票出力を行います。
出荷乳量の補填処理にも対応しています。
 人工授精管理
人工授精、授精卵移植や妊娠鑑定の入力、照会
および授精に関する帳票出力を行います。

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】
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日本ユニシス㈱／北海道大学:
ペーパーマイクロチップを用いた乳牛妊娠効率化

●牛の乳汁等をペーパーマイクロチップと呼ばれる紙製チップに付着させ、スマートフォンの
カメラを利用した画像解析にてプロゲステロン値を判定する技術を共同研究中。

●妊娠に応じて変化する乳牛のプロゲステロン値をその場で早期に可視化することで、
発情タイミングを逃さず、妊娠の効率化や飼料抑制による経営改善を支援。

☞連絡先
日本ユニシス㈱ サービスイノベーション事業部
戦略ビジネス部
TEL:050-3132-8464
shigehiro.yanai@unisys.co.jp

ペーパーマイクロチップの概略（同時２成分分析の例）

ペーパーマイクロチップによる分析

試料を塗布 撮影 解析・結果の表示 データの蓄積・活用

〇繁殖関係技術（生体管理除く）

〇畜舎関係技術

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

㈱ピィアイシィ・バイオ/Aidmics Biotechnology Co.,Ltd:
iSpermアィスパーム（タブレットを用いた豚精液性状の簡易検査技術）

●iPadmini のカメラ（顕微鏡装置を装着）、演算機能を利用し、精
液中の精子数と運動性を使用者に返し、希釈計算をする。

●手軽に誰でも人工授精の際の精液検査を行うことができ、また希釈精
液作成の作業性が向上する。検査における個人差を解消し、顕微鏡
や精子濃度測定のための吸光光度計も不要。

●精子の客観的計測データを経時的に蓄積することで、効率的な種雄
豚管理も可能。

●測定データを養豚経営支援システム「Porker」へ連携共有
（2020年度内実施予定）

☞連絡先
㈱ピィアイシィ・バイオ 畜産事業部
TEL:03-3490-8220 biolive@pic-bio.co.jp

販売:全農畜産サービス㈱ 資材事業部資材課
小田島商事㈱,森久保薬品㈱
㈱ファイネス,㈱サン・ダイコー精液のサンプルを採取してセット 画面はもう顕微鏡 そして分析開始

分析結果まで約10秒 希釈剤量も計算 データは蓄積され グラフ化 共有も

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

㈱コーンズ・エージー

●牛の生産性と快適性向上を目的に、自然換気と機械換気を併用するシステム。
●外気温-20℃以下の厳寒地でも、牛舎内温度を5℃以上に制御。
●自動制御で空気を取り込み、屋根上の換気口から排気量を調整しながら排出。
●牛舎内外のセンサーで温度、湿度、風速、降雨等を検知し温度や換気を自動調整。
●二重構造のビニールフィルムカーテンによる高い断熱効果と採光性。
●カーテン内部への給排気により膨らませながらカーテンを上下動させて換気。

☞連絡先
㈱コーンズ・エージー ロボットグループ
TEL:0123-32-1452
http://www.cornesag.com/

フリーストール牛舎設置状況
メンブレンカーテン
ISOCELL

換気用
シーリングファン

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

①牛舎自動換気システム

チムニー
(換気口）

②自動敷料散布機 ③自動給餌システム

●散布ディスクにより散布の方向を
レイアウトに合わせて変更可能

●タブレットで遠隔コントロール

●一定時間ごとに給餌通路を餌寄せ
走行しながら残餌量をチェック

●少量多回給与による採食量の
増加効果
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●「スマート畜舎」は、型式適合認定の取得で、短工期で建設が可能な畜舎の工法であり、畜舎建設に不慣れな業者でも建設
可能。また、形式適合認定と合理的な設計により、コスト上昇要因（工期、施工難度、資材量）を抑制している。

●畜舎内の中柱を不要とした設計で、効率的・合理的な舎内レイアウトが可能となり、換気効率も向上。

（公社）中央畜産会:スマート畜舎

※ 工期は一例です。

最新の情報はWebページをご覧下さい。
http://jlia.lin.gr.jp/smart/

農研機構/㈱中嶋製作所:豚舎洗浄ロボット

●生産効率の向上や、環境対策の推進のために実施する豚舎の洗浄作業については、極めて厳しい環境下で行われる上に、農場
における全労働時間の約1/3を占めるため、自動化することが望まれるが、既存の外国製の豚舎洗浄ロボットは、高価であるほか
我が国の豚舎に合わない等の課題がある。

●このため、我が国の中規模養豚経営における豚舎への導入が可能なコンパクトで低コストな豚舎洗浄ロボットを開発し、豚舎の洗
浄・消毒作業の徹底化に寄与する。

慣行の豚舎洗浄作業

豚舎用日本型洗浄ロボット

パナソニック環境エンジニアリング㈱/宇都宮大学:
次世代閉鎖型牛舎システム

●畜舎の環境をセンサーとファンで自動制御し、プッシュプ
ル横断換気システムによる均一な風速で育成空間全
体を換気。先進のシミュレーション技術を活用し牛にとっ
て最適な空調を科学的に実現。他の畜種へも適用可
能。

●また、最適な育成環境を保つことにより、乳牛の体感
温度を一定に保ち、夏場の搾乳量ダウンを抑制。

●画像解析により牛群行動と連動した、局所換気制御
（実証試験中）。

☞連絡先 パナソニック環境エンジニアリング㈱ アグリEU
TEL:0568-81-1162
Kugishima.hirofumi@jp.panasonic.com

☞連絡先
(公社)中央畜産会
経営支援部（事業推進）
jlia@jlia.jp

☞連絡先
農研機構
農業技術革新工学研究センター
TEL:048-654-7034
iam-koho@ml.affrc.go.jp

【対象営農類型】

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物

【対象営農類型】

【対象営農類型】
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〇TMRセンター関連技術

北海道イシダ㈱:

☞連絡先
北海道イシダ㈱
011-863-4111 
yoshikawa@h-ishida.co.jp

●ミキシングトラックが濃厚飼料タンク所定位置に停止するとTMR調整システムで入力
した設定量が５００ｇ単位で高精度計量され自動排出する仕組みです。

●乳量、乳成分水準の変動や異常発生等に対応したTMRメニュー調整の為の生産
プロセス一元管理です。

●牛舎内で特定個体を容易に発見します。

【対象営農類型】

IoT活用型TMR調整システム
生産プロセス一元管理システム

濃厚飼料の高精度計量
ミキシング車自動排出

飼料自動投入

生産プロセス一元化システム
画像認識による牛位置特定システム

乳成分値
ミルキングパーラ値

タンク情報
製造履歴 等々

IoT活用型TMR製造

個体牛の位置特定
動線追跡

酪農
肉用
牛

養豚 養鶏
飼料
作物
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目次

１．経営・生産管理システム

２．ロボットトラクター

３．自動操舵システム

４．トラクター（自動操舵機能付き）

５．高性能田植機（直線アシスト機能・可変施肥機能・苗量アシスト機能付き）

６．リモコン草刈機

７．高性能コンバイン（収量等センサ・直線アシスト機能付き）

８．アシストスーツ

９．農業用ドローン・人工衛星（サービスを含む）

10．水管理システム

11．ほ場・施設環境モニタリング（環境制御システムを含む）

12．その他農産関係

（参考１）開発中の技術

（参考２）畜産関係の技術（開発中の技術を含む）

・ 本資料は過去に農林水産省が開催した農業新技術関係イベントに出展いただいた製品等
のうち、現時点で販売（モニター販売を含む）や開発等が継続されているものをまとめたもの
です。

・ 掲載の企業・製品の効果等を農林水産省が確認・認定したものではありません。
・ 価格は税抜表示です（価格は各企業等が任意で表示しているものであり、全てで表示して
いるものではありません）。

・ 本資料は今後随時更新予定です。

【発行担当課】
大臣官房政策課企画・技術グループ（03-3502-6565）
農産局技術普及課（03-6744-2218）
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