農業を科学する

アイファーム・クラウド
株式会社

ニッポー

※画面のデザイン、仕様は変更になる場合があります。

農場で、自宅で、
環境をモニタリングする
異常を知る
作業の計画・記録をする
栽培環境を遠隔操作する

グループで、
情報共有する
データ比較する
交流する

アイファーム・クラウド
アイ
アイファーム・ク
イフ
ム・ク
ム

クラウドの機能・サービス

グループでデータ共有・比較【
グ
ループでデータ共
共有・比較【

】

異なるメーカーの環境測定機器を使っていても、生産
異なるメーカーの環境測定機器を使っていても、生産者同士のデータ共有、比較、分析をする
ことができます。
CSV ファイルを取込み、共有した
仲間とグラフ上でデータの比較・分
析がで出来る！

CSV ファイル
をアップロード

環境測定機器
A さん

アイファーム
クラウド

（A 社製）

B さん
（B 社製）

C さん
（C 社製）

比較、共有が出来るグラフ表示

グループ・フレンド機能
共有するメンバー、データの種類、閲覧制限の管理が出来、品目別や地域別など目的に合せた
情報共有ができます。メッセージ機能を使って、グループ内で意見交換をすることもできます。
情報共有するグル
ープ・友達をかん
たん管理！

タイムラインで
グループ間の情報
交換！
アドバイスやお知
らせにも使える！
投稿日時：○月○日
夜温を１℃下げて様子を見ましょう。

フレンドリスト

メッセージ機能
メ
メッセ
ージ機能
ジ機能

営農記録・スケジュール管理
日々の作業内容、作物の様子、営農スケジュールまでを一元管理。年を通して営農をサポートし
ます。

○年○月○日
収穫も終盤。
東側ハウスでうどんこ病。
樹勢が心配だが、このままやりきる。

営農記録 & スケジュール管理

テキストと写真で作業内容
や作物の様子を記録！
検索機能で過去データも
かんたん確認！

クラウドと環境測定機器・制御機器を使ったサービス
データ共有やグループ・フレンド機能、営農記録・スケジュールもご利用できます。

ハウス環境のモニタリング
遠隔地にいても、ハウス内の栽培環境を確認することができます。

-Gateway Box-

通信ボックス
ハウス用環境測定センサユニット
アイファーム・ボックス

環境測定センサユニット「アイファーム・ボックス」
統合環境制御盤「ハウスナビ・アドバンス」を接続
してモニタリングが出来ます。

異常を通報
高温、低温、停電などハウスに異常が発生した
とき、メールでお知らせします。

温度異常
が発生

アイファーム
クラウド

※画面のデザイン、仕様は変更になる場合があります。

栽培環境を遠隔操作する（統合環境制御盤の遠隔操作）
手元のスマホからアイファームクラウド経由で、統合環境制御盤「ハウスナビ・アドバンス」
の設定変更やハウスの機器を遠隔操作することができます。

スマホ・
タブレット
から遠隔操作

アイファーム
クラウド

たとえば。
「設定温度を変更したい。」
「天窓を閉めたい。」
「今、かん水をしたい。」
「カーテンを閉めたい。」

-Gateway Box-

通信ボックス
統合環境制御盤
ハウスナビ・アドバンス
天窓を閉めましょう！

システムとサービス内容
▪他社測定器データ比較プラン
《利用できる機能・サービス》

《システム構成》
ハウス用環境測定機器
アイファーム
クラウド

CSV ファイルを出力
できる環境測定機器
（メーカー不問）

・データ共有 / 比較
・グループ / フレンド機能
・タイムライン（メッセージ機能）
・営農記録 / スケジュール管理

CSV ファイルをインターネット経由で
アイファームクラウドへアップ（手動）

CSV 形式ファイルであれば、
アイファームクラウド上で
共有・比較することができます。

▪環境モニタリングプラン
《システム構成》

《利用できる機能・サービス》

モバイル通信

測定データ
（通信）
環境測定センサユニット
アイファーム・ボックス
通信ボックス

アイファーム
クラウド

・データ共有 / 比較
・グループ / フレンド機能
・タイムライン（メッセージ機能）
・営農記録 / スケジュール管理
・ハウス環境のモニタリング
・警報機能

測定データ
（通信）

ユーザー端末

統合環境制御盤
ハウスナビ・アドバンス

▪環境モニタ＆遠隔操作プラン
《利用できる機能・サービス》

《システム構成》
モバイル通信

測定データ
（通信）

アイファーム
クラウド

ユーザー端末

通信ボックス

他社測定器データ比較プラン

操作指令
（通信）

統合環境制御盤
ハウスナビ・アドバンス

・データ共有 / 比較
・グループ / フレンド機能
・タイムライン（メッセージ機能）
・営農記録 / スケジュール管理
・ハウス環境のモニタリング
・警報機能
・統合環境制御盤の遠隔操作
（設定温度の変更、天窓・カーテン・かん水の操作など）

クラウドサービス・プラン内容
環境モニタ＆遠隔操作プラン
環境モニタリングプラン

データ共有・比較

●

●

●

作業記録・ｽｹｼﾞｭｰﾙ

●

●

●

ﾀｲﾑﾗｲﾝ（ﾒｯｾｰｼﾞ機能）

●

●

●

環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・警報

−

●

●

遠隔操作
備考

−
・ご利用にはインターネットに接続された端末が必要
です。（本サービスの料金には含まれません）
・１契約で最大 4 測定器分の CSV データの取込みが
できます。

−

●

・ご利用には、通信ボックスと、センサユニット
又は、制御盤が必要です。
・モニタリングには、インターネットに接続された
端末が必要です。（本サービスの料金には含みま
せん）

・ご利用には通信ボックスと制御盤が必要です。
・モニタリングには、インターネットに接続された
端末が必要です。（本サービスの料金には含みま
せん）

※商品・サービスの仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更する場合があります。

お客様相談窓口
ＨＰ：http://www.nippo-co.com/
■本

社：埼玉県川口市川口 2-13-20
TEL 048-255-0066 FAX 048-253-2793
■中部営業所：愛知県豊川市諏訪 2-425ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ3 階 D 号室
TEL 0533-56-8407 FAX 0533-56-8408
■大阪営業所：大阪府大阪市北区鶴野町 4 番ｺｰﾌﾟ野村梅田 A-223
TEL 06-6375-2201 FAX 06-6375-2205
■島根営業所：島根県仁多郡奥出雲町下横田 750-1
TEL 0854-52-2478 FAX 0854-52-1142
■高知営業所：高知県南国市大埇甲 2293-1 フローラル赤堤 201 号室
TEL 088-855-7481
■熊本営業所：熊本県熊本市南区八幡 11-1-11 セトレ八幡 202 号室
TEL 096-273-6233

お電話でのお問合せ

0120-963-166
携帯電話からは 048-255-0066

受付時間

9:00 〜 17:00 （土・日・祝日は除く）

お問合せ専用メールアドレス

info@nippo-co.com
EPR-084-01(2018-10)

