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企業概要

会社名
株式会社ネクスグループ（JQ： 6634）

本社所在地
花巻本社：岩手県花巻市椚ノ目2-32-1
東京本社：東京都港区南青山5-4-30 2F

代表者
代表取締役社長 秋山司

設立年月日
1984年4月21日

主要取引先
大手通信事業者
通信機器メーカー
主要ISP各社

花巻本社

（岩手県花巻市）

2015年4月よりネクスグループとして持株会社体制に移行。

主たる事業は事業会社各社に権限を委譲する一方、グループ企業の経営
戦略策定及び経営管理を行うとともに。介護、リハビリロボット等の企画、
開発、販売。農業ＩＣＴの企画、開発、販売。これらに付帯または関連する
事業運営を開始

グループ体制

株式会社カイカ

企業向けシステム開発事業

現在は子会社ではなく
業務提携中

現在は子会社ではなく
業務提携中

ネクスグループの概要



NCXXの農業ICT事業
事業概要

自社圃場において多段式ポット栽培を用いてＩＣＴシステムによりデジタル管理された土壌マネジメントを行い、検証を進めるとともに収穫品の販

路開拓、お土産品等の出口モデルの実現等、六次産業化に向けた取り組みを進めてまいりました

農業ICT事業の歩み
平成24年10月 自社圃場を建設、11月定植栽培開始

平成25年１月 第12回岩手県農商工ファンド地域活性化支援事業に採択（しいたけハウス栽培の環境モニタリング開発検証）

平成25年８月 第二期農業ICTを開始、同時に環境センシングデータベースの集積開始。

平成25年11月 出口モデルとして自社圃場で収穫されたミニトマトのお土産品「黄いろのトマト」を販売開始

平成26年６月 岩手県花巻市成長分野参入推進事業として採択。（太陽光を利用したICTによる施設栽培管理検証）

平成26年７月 農業ＩＣＴを活用した施設栽培における病気予防策に関して岩手大学との共同研究を開始

平成26年10月 次世代農業EXPO（幕張メッセ）に出展

平成27年４月 出口モデル第二弾「黄いろのトマト/ラスクセット」販売開始

平成27年12月 農業ICT事業拡大を開始するとともにフランチャイズ事業モデルを発表

平成28年４月 出口モデル第三弾、六次産業化加工商品として「黄いろのトマトのキーマカレー」販売を開始

平成28年10月 出口モデル第四弾、六次産業化加工商品として「黄いろのトマトの１００％ジュース」販売を開始

平成29年７月 「岩手ぅんめぇ～もん!!グラインプリ2017」（平成29年度岩手県ふるさと食品コンクール）で「黄いろのトマトのキーマカレー」が優良賞を受賞

平成30年2月 岩手めんこいテレビの「産直ナビ」にて当社のほおずきが紹介されました。

平成30年3月 「農業共済新聞 岩手版」で当社の農業ICT事業が掲載されました。

平成30年5月 岩手めんこいテレビ「プライムニュース」で当社の農業ICTシステムが紹介されました。

平成30年10月 岩手県立花巻農業高等学校食農科学課1年生の皆さんがNCXX FARMを見学にいらっしゃいました。

平成30年12月 株式会社ケアートが運営する就労継続支援Ｂ型事業所ふぁーすとりんく様との連携事業として進めている施設外就労の取り組みに関して岩手日報花巻支

局、岩手日日新聞社花巻支社、花巻農業協同組合の皆様が取材にいらっしゃいました。

平成31年3月 広報はなまきにおける花巻ファーマーのコーナーでネクスファームの事業が紹介されました。

令和元年5月 ＮＨＫ盛岡放送局「おばんですいわて」で当社の農福連携への取り組みならびに農業ICTシステムが紹介されました。
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農業の課題については、基幹的農業従事者の減少とその高齢化が挙げられて

います。農林水産省の統計からも、平成22年には650万人いた農家人口が平成

27年には488万人まで減少し、農家人口に占める65歳以上の割合は38.6%と高齢

化が進んでいます。また、高齢化の問題は、農業だけに留まらず、介護難民の

増加や独居老人の孤独死の増加など様々な問題があります。

なぜこのような状況が起こるのでしょうか、

一般的に農業事業は薄利だと言われており、多くの農家では自身の労働に対

する対価を度外視することで採算がたもたれており、年金収入に頼りながら農業

事業を継続をしてるケースもあります。その様な事情から、後継者が育たず、農

業人口の減少や農家の高齢化につながっています。

NCXXファームでは、特許技術である多段式ポット（次項参照）による化学的土

壌マネジメントと、NCXXの先端通信技術を活用し、野菜の生育を科学的に管理

することで、年齢や経験を問わず、「誰もが健康な野菜を簡単に育てられる仕組

み」を提供します。

家族で農業を営む農家が、年金に頼ること無く、自分たちが働いた分の「給与

収入」と、農業事業としての「利益」を享受できる、儲かる農業を実現させ、後継

者を育てていきます。後継者を育てる事で日本の農業を活性化させるだけでなく、

雇用の促進、地域での加工、流通、小売りなどのバリューチェーンの活性化、延

いては老人の孤独死の減少や、地域の活性化にもつなげていきます。

「テクノロジーで日本の農業全体を変えていく」、これがNCXXファームが考える

農業のビジョンです。

NCXXの考える「農業」：NCXXファームのビジョン
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多段式ポットとは？

1段目は成長に必要な成分、
2段目は花や実をつけるのに
重要な成分を最適に配合し
た用土を入れたポットです

作物ごとに必要な栄養を最
適なバランスで配合した用土
が入ったポットです

• 現状の土壌成分を気にする必要がありません
• 連作障害や危険な土壌殺菌剤利用の心配がありません
• 難しい追肥作業を行う必要がないため、水やりだけで、初
心者でも簡単に栽培できます

• 必要最小限の土や肥料を使用するため、硝酸態窒素濃度が
低い安全かつ美味しい野菜が栽培できます
（硝酸態窒素濃度は厳しいEUの基準をクリア）

• 大型農機具など過大な設備投資が不要です。
• 慣行農法に比べて単位面積あたりの収穫量が増加します
• ポット栽培なので場所を選ばず、どこにでも設置できます。

特許第2960382号（開発者：東宏文）、他４種4

多段式ポットでは、健全な土と発育に欠かせない、
バランスのとれた“肥料設計”による用土で、一鉢
あたりの定植数の増加が可能です。そのため、単
位面積当たりの定植量／収穫量を増やすことが
でき、面倒な草取りや土耕作業を軽減することが
できます。

さらに、適正な肥料設計によって、硝酸態窒素を
低減し、フィトンチッド※を発散させる健康な野菜
の栽培を実現できます。

※フィトンチッドとは、樹木などが自ら発散する揮発性の
化学物質。本当に健康な野菜は、フィトンチッドを発散さ
せて虫や菌、微生物の攻撃から身を守っています。
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●栽培施設内外の各種環境データ取得と設備の自動
制御

温度、湿度、日照などの各種環境データのモニタリン
グおよび監視と、ご希望の環境条件設定と制御が簡単
に行えます。

●灌水制御

ハウス内に設置した灌水動作を、1日で5回まで開始
時間を設定でき、1回の灌水を秒単位で15秒灌水動作
／60秒停止を10回のように、きめ細やかな設定が可

能で点滴灌水などに最適です。

●急激な微気象変化を警報

各種センサーにより温度、湿度などを監視し、パソコ
ンやスマートフォンなどへメールで通知することで、環
境の異常にすばやく気付くことができます。

●遠隔にあるハウスの管理

通信技術で遠隔操作による条件設定変更や、環境
制御機器の手動操作およびサポートが可能です。

●低コスト

既存設備への追加設置による機器の複合制御の実
現や、将来を見据えた最小構成での導入による設備
投資の分散化が可能です。

農業ＩＣＴシステムの特徴



通信技術で､遠隔操作によるサポートが可能、外
出先から遠隔操作で圃場の状態がわかり安心
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農業ICTシステム構成
遠隔操作が可能
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自社農園での生産

特許農法
ICTシステム
ノウハウ
販売サポート

加盟生産者

自身で販売
加工業者

生産物買取
or
買取先の斡旋

販売

加工品
新製品開発

提携先卸業者
提携先施設
産直・スーパー
Web販売 etc

生産物データの蓄積・研究、生産物のブランド化、地
域貢献、6次産業化の推進

農業フランチャイズシステムの全体像
主に、「システムや材料のご提供」と「生産物の買取支援」のサービス提供、さらに農作
物の病気や害虫による被害に対する保険も適用可能

農作物の病気や害虫による
被害に対する保険の適用



フランチャイズへ加盟するメリット①：
他では作れない用土

成分A

慣行農法NCXXファーム

成分B

成分C

成分D成分E

成分F

成分G

成分H

• 作物・成長段階毎に、科学的データに裏付

けされた最適配分の栄養成分構成で用土を

精製

• 栄養不足／栄養過多にならず、野菜

が均等かつ健康に成長

• 予めポットに必要な分を入れるため、

追肥の必要なし

慣行化学農法

•土壌分析を精緻に行わない

場合、勘と経験に頼った追肥

によって、栄養過多による硝

酸態窒素濃度の上昇、栄養不

足による生産効率の低下を誘

発

有機農法

•堆肥に含まれる一部の成分が十分に発酵し

ていない可能性があり、植物の根腐れなどを

誘因
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フランチャイズへ加盟するメリット②：
NCXXファームによる買取、販売先確保の対応

加盟生産者
A

加盟生産者
B

加盟生産者
C

・
・
・

NCXXファーム

販売先A

販売先B

販売先C

・
・
・

直販

買取 販売

• 加盟生産者様が生産した野菜の買取が必要な場合
は、事前に策定された取引条件・生産物評価の方
法などに従って、NCXXファームが買取致します

• 直販の販路開拓サポートも相談承ります

買取における注意事項について

・以下に指定する品種のうち、いずれかの栽培をお願いし
ます。

＊イエローミミ

糖度の高いフルーティーな食味で、鮮やかなレモンイエ
ローに着色する今までにないミニトマトです。

＊オレンジ千果

つやがあり美しく、通常の赤色品種よりカロテン含量が豊
富。高糖度で食味にすぐれたトマト。

＊サングリーン

薄緑色でしゃりっとした食感とさわやかな酸味が特徴。

＊トスカーナバイオレットＣＦ

葡萄のような食感で程よい酸味、健康によいアントシアニ
ンを含んだトマト

＊サンチェリースマイル

糖酸度が高く、うまみ成分が凝縮された味わいのトマト

・基本的には全量買取ですがカビ、実割れ等、状態があま
りにひどく当社基準外のものは買取の対象外です。
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フランチャイズへ加盟するメリット③：
農業ICT総合補償保険への加入
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• 農業ICTシステムでカバーできないリスクを補償対象とする新しい保険の一種です。

下記は補償対象の事例となりますが、病気、害虫などで出荷不能となった場合に

保険料が支払われる仕組みとなります。フランチャイズに加盟すると、この保険に加
入することができます。（任意加入となりますので強制するものではありません。）



年間スケジュール例

ハウス建設
／

定植準備
定植 栽培 収穫

増設
／

定植準備

8月は熱により作物が病気に
なる可能性が高いため、9月

スタートを想定

～8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月〜

6〜8ヶ月の収穫期間
（慣行農法の1.5倍〜2倍の収穫期間）
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農業ICTシステムの概要(300坪のケース)
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名称 制御ユニット
説明 各種センサ、各種リレー制御類の入出力制御用ボックス
およびリレーボックス、ＰＣ一式

名称 土壌水分センサ（2セット）
説明 土壌水分測定用

名称 潅水システム
説明 電磁バルブと土壌水分センサにより自動的に点滴潅水

を行うシステム

名称 ICTソフトウェア
説明 制御ユニットに対するシステムソフトウェア一式

名称 日射量センサ（1セット）
説明 日射量

名称 温湿度センサ（1セット）
説明 温度、湿度の測定用センサ

名称 二酸化炭素センサ（1セット）
説明 二酸化炭素の測定用センサ

圃場面積が増えれば概ね300坪の倍数で
システム設備が増加します。

必要なセンサー
だけ選択も可能



農業用設備について(300坪のケース)
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名称 専用ポット、専用用土
説明 多段式ポット農法に必要な専用ポットと専用用土

名称 ハウス用換気扇（2セット・・・換気扇2基、電動シャッター2基）
説明 ハウス内の換気に使用、ICTシステムにより自動制御

名称 ハウス本体（２棟）
説明 ハウス本体、冬季栽培対応空気膜省エネ設備、

天窓(上部移動タイプ）、側窓、遮光/保温カーテン

オプション
説明 側窓電動化（電動機x4）

名称 誘引用資材一式
説明 ミニトマトの茎を誘引するための架台一式

ハウス本体、付帯設備（参考）

新規参入、ハウス設備をお持ちでない
場合は弊社にてサポートを致します。
右はハウス・設備の一例です

誘引用資材一式（参考）

名称 ハウス用暖房機（2セット）
説明 冬季栽培用にハウス内を暖める灯油暖房機

・その他
防草シート、反射シート、薬剤噴霧機、巻取式誘引紐 など
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Appendix 『NCXXFARM』取扱商品例

ITトマト

黄いろのトマト（贈答品）

各種トマトラスク

黄いろのトマトの
キーマカレーと桐箱入り贈答
品

無添加
黄いろのトマト100%ジュース

黄、赤、緑、紫のトマト100%
ジュース 180ml 4色セット

GOLDEN BERRY GOLDEN BERRY アイス
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Appendix NCXX FARM ホームページ http://farm.ncxx.co.jp/


