
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。

1



2

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

2

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
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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】



1010

● 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
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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




