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1. 会社紹介



所在地

所在地

ファームノートグループについて

株式会社ファームノートホールディングス

株式会社ファームノート 株式会社ファームノートデーリィ
プラットフォーム

■FHD・FN

本社：北海道帯広市公園東町1丁目3-14
東京オフィス：東京都港区白金台2-26-10 

　グリーンオーク高輪台6F

組織図

所在地

(略名：FHD)

(略名：FN) (略名：DP)

■DP第1牧場　北海道標津郡中標津町俵橋1736番地

 

札幌オフィス：北海道札幌市東区北8条東4-1-20
西日本支社：鹿児島県霧島市国分中央3-9-13 2階



ファームノートグループビジョン

「生きる」を、つなぐ。
私たちは技術革新を通じて、

持続可能な地球の豊かさに貢献します。



私たちは「生きる」を、つなぐ。 というビジョンのもと、

酪農・畜産に関わる事業を展開しています。

ファームノートグループの事業構成

農業IoTソリューション 酪農生産とDX化の実現

株式会社ファームノート 株式会社ファームノートデーリィプラットフォーム

AIを通じて牛個体の行動データから牛の状態の見える化

や異常検知をするセンサー「 Farmnote Color」、スマート

フォンでかんたんに牛群管理ができるアプリ「 Farmnote 
Cloud」を提供しています。効率的で生産性の高い牧場経

営を支援します。

世界の農業の頭脳を創る。

自社牧場を立ち上げ、さらなる DX推進を通じて新しい酪農

畜産の形を作ります。生産者に外からアプローチするだけ

でなく、自らが生産者となることで内外から酪農畜産業界

の活性化を加速させていきます。

新しい酪農の形を創る。



ファームノートグループの事業構成

農業IoTソリューション 酪農生産とDX化の実現

株式会社ファームノート 株式会社ファームノートデーリィプラットフォーム

AIを通じて牛個体の行動データから牛の状態の見える化

や異常検知をするセンサー「 Farmnote Color」、スマート

フォンでかんたんに牛群管理ができるアプリ「 Farmnote 
Cloud」を提供しています。効率的で生産性の高い牧場経

営を支援します。

世界の農業の頭脳を創る。

自社牧場を立ち上げ、さらなる DX推進を通じて新しい酪農

畜産の形を作ります。生産者に外からアプローチするだけ

でなく、自らが生産者となることで内外から酪農畜産業界

の活性化を加速させていきます。

新しい酪農の形を創る。

私たちは「生きる」を、つなぐ。 というビジョンのもと、

酪農・畜産に関わる事業を展開しています。



所在地 所在地所在地

中標津に第一牧場をおき、働く「人」と「牛」に配慮した酪農生産のDX化（デジタルトランスフォーメーション化）

を推進し、培った経験やノウハウを生産者様に提供していくことで、省力化・生産性改善による生産者の利益向上と

酪農畜産業界の活性化を目指しています。

ファームノートデーリィプラットフォームが実現する次世代牧場

IoT・AI技術で生産データを分析

・Farmnote Cloud
・Farmnote Color
・クラウドカメラ

自動化技術を牛舎に統合

・搾乳ロボット
・畜舎カーテン自動制御システム
・糞尿処理

獣医師による疾病予防、繁殖管理

・生産獣医療サービス
・受精卵生産

デジタル化 自動化 生産技術



所在地

所在地

ファームノートデーリィプラットフォームの第 1牧場の特徴

従事者一人当たり３倍の生産性を実現

第1牧場
所在地：北海道 中標津 
稼働：2019年8月〜

飼養規模：170頭（搾乳牛120頭、乾乳牛24頭、育成牛26頭）

飼養頭数：126頭（搾乳牛102頭、乾乳牛17頭、育成牛7頭）

飼養環境：搾乳ロボット×2、フリーストール、

　　　　　フリーバーン（乾乳後期・分娩）

従業員：3名

IoT・AI技術の活用 で高効率化

固液分離機により糞尿を処理し敷料へ。排出される排泄物を約30％削減

自動開閉カーテンによる暑熱対策、自動フットバスの設置による蹄病予防、常駐獣医

師による疾病予防に重点をおいた牛群管理マニュアルの作成など、アニマルウェル

フェアの5つの自由を考慮した飼養管理

牛舎リノベーションにより建築コストを半減

動物の快適性に配慮

環境負荷の低減

築20年以上の古牛舎を改築することで建築工事費用約50%カット

IoT機器で得られた生産データを集積、分析によって牧場業務オペレーションを高効

率化

自動搾乳ロボットを中心とし、すべての生育ステージをひとつの牛舎で管理。牛の移

動コストや人の作業時間を大幅削減することで、1日の最小労働時間20時間(2人
×10時間)を実現

1

2

3

4

5

※酪農における1日の平均総労働時間は60時間）より

「maff 平成29年営農類型別経営統計（組織法人経営編）」「酪農全国基礎調査」からみる 日本酪農の現状」（中央酪農会議）

　　

※アニマルウェルフェア5つの自由とは、動物に必要な次の配慮をまとめたもの。飢えや渇きからの自由、不快からの自由、痛み、外傷や

病気からの自由、本来の行動する自由、恐怖や苦痛からの自由を指す。



所在地

所在地

ファームノートデーリィプラットフォームの技術と成績

少ない人手(実働2人)、少ない労働時間(1日10h×2人=20h)で好成績を実現！

発情発見率

妊娠率

64.8％

20.4%

平均分娩間隔

平均空胎日数

12.9ヶ月

113.7日

平均搾乳日数

平均乾乳日数

165日

53.8日

平均授精回数 2.0回



ファームノートグループの事業構成

農業IoTソリューション 酪農生産とDX化の実現

株式会社ファームノート 株式会社ファームノートデーリィプラットフォーム

AIを通じて牛個体の行動データから牛の状態の見える化

や異常検知をするセンサー「 Farmnote Color」、スマート

フォンでかんたんに牛群管理ができるアプリ「 Farmnote 
Cloud」を提供しています。効率的で生産性の高い牧場経

営を支援します。

世界の農業の頭脳を創る。

自社牧場を立ち上げ、さらなる DX推進を通じて新しい酪農

畜産の形を作ります。生産者に外からアプローチするだけ

でなく、自らが生産者となることで内外から酪農畜産業界

の活性化を加速させていきます。

新しい酪農の形を創る。

私たちは「生きる」を、つなぐ。 というビジョンのもと、

酪農・畜産に関わる事業を展開しています。



所在地

約1,600戸
約32万頭

※2021年8月時点

ファームノートの有償契約頭数と生産者数

8%

全国頭数シェア

※2021年日本の
飼養頭数380万頭



所在地

都道府県別頭数シェア

※2021年8月時点

北海道 11%

青森県 21%

長野県 7%

京都府 9%

鳥取県 7%

広島県 29%

山口県 8%

佐賀県 6%

熊本県 9%

鹿児島県 7%

ファームノートの都道府県別、有償契約頭数シェア上位 10

鹿児島
県

7%

北海道

11%

青森県

21%
広島県

29%

山口県

8%

熊本県

9%

京都府

9%

佐賀県

6%

長野県

7%

鳥取県

7%



所在地所在地

所在地

ファームノートの製品 / サービス群

・センサーで牛の状態（発情、活動低下、起立困難）を通知

・生産管理を効率化するクラウド牛群管理システム

受精卵販売

酪農DX化の実現に向けた農業IoTソリューションの製品、サービス内容

・生産性の課題が一眼でわかる経営分析レポート

・農業関連資材販売

製品 サービス



所在地所在地

所在地

ファームノートの製品 / サービス群

酪農DX化の実現に向けた農業IoTソリューションの製品、サービス内容

・センサーで牛の状態（発情、活動低下、起立困難）を通知

・生産管理を効率化するクラウド牛群管理システム

受精卵販売

・生産性の課題が一眼でわかる経営分析レポート

・農業関連資材販売

製品 サービス



2. 製品内容



所在地

製品概要とビジョン

＋通知専用アプリ(無料)

・センサーで牛の状態（発情、活動低下、起立困難）を通知

多様な専門知識、データ、生産者を大切に
持続可能な牧場経営を実現します。

・生産管理を効率化するクラウド牛群管理システム

IT技術や生産技術によって、生産者が酪農・畜産現場に散らばる情報を牧場内外で使いこなせる形に表現すること

で、経営者から従業員それぞれがより効果的・効率的に自分の役割を果たせるようになり、心や時間にゆとりを持ち

つつ利益向上していける状態を実現します。



所在地

製品の活用領域  − 牧場業務別

牧場作業

牛

書類

人

環境

牧場作業と作業にかかわる製品の活用部分

発情周期の管理／プログラム授精日程管理／妊艦牛、不妊牛の把握／長期空
胎牛の可視化／分娩予定日の管理／採卵予定の管理／採卵成績の記録

発情発見

ワクチン日程管理／疾病・治療内容の記録／削蹄予定管理 牛の健康観察／活動低下／起立困難

搾乳群の管理／乳量の記録／牛群検定結果記録

ワクチン日程管理／疾病・治療内容の記録／増体の記録／除角・去勢の記録

販売成績の記録

出生・異動報告書／出荷関連書類／牛群検定時報告／授精証明書出力／受
精卵移植証明書出力

作業内容共有／従業員教育

死亡・廃用の記録

従業員教育

該当なし

繁殖

牛の健康管理

搾乳

育成

出荷

事務

従業員管理

廃用

牛舎の整備



所在地

製品の活用領域  − 経営形態別

酪農

肥育

① 搾乳群の管理／乳量の記録／牛群検定結果記録 発情発見／活動低下／牛の健康観察

<牛舎にいる時間に通信 >発情発見／活動低下／牛の健康観察

起立困難／反芻による牛の健康観察

フリーストール

放牧

繁殖

つなぎ牛舎

99頭以下 300頭以上100-300頭

発情発見／活動低下／牛の健康観察 /
つなぎ牛舎用に最適化された発情兆候検知

発情発見／活動低下／牛の健康観察

99頭以下 300頭以上100-300頭

② 発情周期の管理／プログラム授精日程管理／妊艦牛、不妊
牛の把握／長期空胎牛の可視化／分娩予定日の管理／採卵予
定の管理／採卵成績の記録／授精証明書出力／受精卵移植証
明書出力

③ ワクチン日程管理／疾病・治療内容の記録／増体の記録／
除角・去勢の記録／死亡・廃用の記録／作業内容共有／従業員
教育／削蹄予定管理／販売成績の記録／出生・異動報告書／
出荷関連書類

+ 2　+ 3　

+ 3　



所在地

ワクチン日程管理／疾病
・治療内容の記録／増体
の記録／除角・去勢の記
録

② 発情周期の管理／プ
ログラム授精日程管理／
妊艦牛、不妊牛の把握
／長期空胎牛の可視化
／分娩予定日の管理／
採卵予定の管理／採卵
成績の記録

③ 販売成績の記録／出
荷関連書類／ワクチン日
程管理／疾病・治療内容
の記録／増体の記録／
削蹄予定管理

製品の活用領域  − 牛の月齢別

酪農

肥育

出生・異動報告書／ワク
チン日程管理／疾病・治
療内容の記録／除角・去
勢の記録／出荷関連書
類

ワクチン日程管理／疾病
・治療内容の記録／増体
の記録／除角・去勢の記
録／発情周期の管理／
プログラム授精日程管理
／妊艦牛、不妊牛の把
握

繁殖

仔牛 (1-8月齢) 25月齢-育成 (9-24月齢)

分娩間隔の改善

仔牛 (1-8月齢) 25月齢-育成 (9-24月齢)

起立困難／
牛の健康観察

反芻による
牛の健康観察

① 搾乳群の管理／乳量
の記録／牛群検定結果
記録

分娩間隔の改善初産分娩月齢を
早期化

2+ + 3

+ 3

初産分娩月齢を
早期化

発情発見／活動低下／牛の健康観察

発情発見／活動低下／牛の健康観察



Farmnote Cloudとは

どこでも牛の状況を記録・整理し、
行動や判断の助けになる情報を与える

クラウド牛群管理システム
アナログ作業が多く、管理・記憶が大変な牧場作業を営む

生産者すべてにメリットをもたらすクラウド
それがFarmnote Cloudです。



所在地

所在地
牧場作業で発生する様々な業務の役割をクラウドで一括管理。

一元化して見ることで、作業の 抜け漏れ防止、効率化、高度な意思決定 ができます。

Excel、メモなど
散らばったデータ

多頭数な
牛の情報

家族、従業員間の
情報共有や研修

資料閲覧や入力で
牛舎と事務所の往復

Farmnote Cloud − 製品概要

繁殖検診等の
書類作成

バックアップ
できない牧場データ



所在地

所在地

Farmnote Cloud − 製品説明

牧場の一元管理されたデータをア

プリ上でいつでも確認

直近の予定をプッシュ通知で

お知らせ

繁殖検診の書類作成や、メモ記録

も全てスマホで入力

業務の評価指標を確認し、

データを元にした経営判断へ

従業員の作業を一眼で確認、

業務の”報連相”に

Farmnote Cloudに日々のメモや確認すべき台帳などを取り込むことで、

作業忘れ防止や業務効率化ができ、さらに牧場全体を可視化できるため運営方針の一躍を担えます。

スマホでいつでも状況把握 事務作業の効率化 スマホで牧場の情報共有 牧場成績を見える化とるべきアクションを提示

ほうれんそう



24時間365日牛を見守り、
牛に代わって信号をお知らせする

首装着型センサーデバイス

牛の体調がわかりづらい、牛舎から離れている間が心配、
そんな生産者の悩みを解決するのが Farmnote Colorです。

Farmnote Colorとは



所在地 所在地

所在地

Farmnote Color − 製品概要

24時間牛の行動を活動・休息・反芻として可視化することで、遠隔でも牛の状態が確認できます。

また、人の目では発見が難しい微細な兆候から危険信号まで検知し「プッシュ通知」でお知らせします。

反芻・活動モニタリング

起立困難 発情

検知

活動低下



所在地所在地所在地所在地

所在地

Farmnote Color − 製品説明

発情検知

Farmnote Colorの発情・活動低下・起立困難の通知や牛の行動データから、牛の状態を観察することで、

牛の管理における意思決定のレベルアップに貢献できます。

見逃しの
減少・防止

とるべき
アクションを提示

判断・共有、
教育の質向上

属人化しない運営



3. 牧場課題と、製品が解決できるもの



所在地

牛の体調管理

所在地所在地

所在地
Farmnote Cloud、Farmnote Colorを活用することで主に下記の課題解決の手助けをします。

□ 不在時/夜間の取りこぼしがある

□ 発情発見できる人が限られている

□ 授精してもなかなか受胎しない

□ 気づかぬうちに長期空胎牛に

　 なっている

□ 牛を繋いでいて発情が見つけにくい

□ 体調が悪い牛の発見が遅れ、

　 重症化してしまうことがある

□ ワクチン接種予定を忘れてしまう

□ 紙での管理は大変

□ 事務作業が煩雑で煩わしい

□ 日々の作業に追われ作業が

　 漏れてしまう

□ 牧場内の情報共有が

　 うまくできていない

□ 人材を育成するのが大変

発情発見、授精 日々の牧場運営

牧場課題と、製品が解決できるもの



所在地

所在地

牧場課題と、製品が解決できるもの

□ 不在時/夜間の取りこぼしがある

□ 発情発見できる人が限られている

□ 授精してもなかなか受胎しない

□ 気づかぬうちに長期空胎牛に
　 なっている

□ 牛を繋いでいて発情が
　 見つけにくい

発情発見、授精
「牛を24時間見守り、人が見ていない時間でも発情を発見し、
　プッシュ通知でおしらせ！」（発情兆候検知）

「発情開始時間から授精適期が出せるので、受胎確率アップ」
（発情兆候検知）

「発情が見つけづらいつなぎ牛舎の牛に最適化した発情通知！」
（発情兆候検知）

「つなぎ牛舎とフリーバーン併設でも、牛舎環境に合わせた発情通知
が可能」（発情兆候検知）＊

「授精情報の登録で、その後の繁殖予定を自動作成。
　予定日が近づくとプッシュ通知でお知らせ！」

「長期空胎牛を自動リストアップ、漏らさずに対策が打てる！」

つなぎ市場、最高峰

＊牛群管理プランにてご利用になれます。

Farmnote Cloud

Farmnote Color



所在地

所在地

牧場課題と、製品が解決できるもの

□ 体調が悪い牛の発見が遅れ、
　 重症化してしまうことがある

□ ワクチン接種予定を
　 忘れてしまう

牛の体調管理
「牛を24時間見守り、普段の動きに比べて不調な牛を
　プッシュ通知でお知らせ」(活動低下検知)

「Farmnote Colorの反芻データから、反芻率や反芻時間の
　低下した牛をあぶり出し」

「新たに反芻低下牛が追加されると、プッシュ通知でお知らせ」

「ワクチン接種日に接種対象牛が自動リストアップされ、
　どの牛が対象牛がひと目で分かる！」

Farmnote Cloud

Farmnote Color



所在地

所在地

牧場課題と、製品が解決できるもの

□ 紙での管理は大変

□ 事務作業が煩雑で煩わしい

□ 日々の作業に追われ作業が
　 漏れてしまう

□ 牧場内の情報共有が
　 うまくできていない

□ 人材を育成するのが大変

日々の牧場運営
「センサーの行動データから、牛を見ることで
　『見る目』を養える！」

「様々なデータをクラウドで一括管理！」
（個体情報、繁殖情報、乳検成績、乳量etc.）

「いつでもどこでもスマホで作業すべき予定や牧場/牛の状態を確認」

「着目すべき情報はリストで抽出し、問題点の抜け漏れ防止に」
（繁殖検診対象牛、分娩が近い牛、出荷予定牛 etc.）

「直近の予定はプッシュ通知によって、作業忘れなし！」

「授精証明書/受精卵移植証明書の印刷が可能」*
「作業内容のクラウド登録で、従業員間の情報共有がより正確に」

「データに基づいた会話で、獣医師/授精師などへ正確な伝達が可能に」

＊牛群管理プランにてご利用になれます。

Farmnote Cloud

Farmnote Color



4. 製品導入後の効果（費用対効果）



所在地

＜飼養頭数＞ ※2021年11月時点

経産牛：70頭　子牛・育成牛：75頭
＜導入経費＞

初年度：2,293,000円
2年目以降：1,608,000円

＜導入製品＞ 2019年6月〜

Farmnote Cloud 牛群管理プラン 150~199頭プラン

Farmnote Color 85台サブスクリプションプラン(発情、活動低下)
Farmnote Air Gateway2 台

導入前 導入後

導入後の変化

平均授精回数

3回以上授精を
要する牛の割合

平均空胎日数

0.7回⬇

15％⬇

10日⬇

授精費用のコスト削減 *
0.7回×70頭×10,000円 
= 49万円

＊1回の授精費用 10,000円として試算

生産性向上による搾乳売上増
*
4.3kg×60頭×
365日×乳価100円
= 年間941.7万円⬆

製品導入後の効果  − 酪農〈つなぎ牛舎〉

＊搾乳牛60頭、乳価100円として試算

Y牧場様 北海道（つなぎ飼養）

管理乳量

4.3kg⬆



所在地

製品導入後の効果  − 酪農〈つなぎ牛舎〉

Y牧場様 北海道（つなぎ飼養）

毎朝の牛を見回って気になる

牛の情報を台帳で調べて…という時間が削減できました。

繁忙期も畑作業に気兼ねなく行けます

活動低下通知は、

人が見て気付かないくらいの牛

の異常も発見してくれます

導入当初はけっこう誤報があったけど、

精度が向上して最近は誤報がなくなりました。

今は”つければ、とまる” という印象です



所在地

＜飼養頭数＞ ※2021年11月時点

経産牛：165頭　子牛・育成牛：175頭
＜導入経費＞

初年度：5,858,800円~
2年目以降：4,128,800円~

＜導入製品＞ 2020年5月〜

Farmnote Cloud 牛群管理プラン 300頭以上プラン

Farmnote Color 242台サブスクリプションプラン(発情、活動低下)
Farmnote Air Gateway 4台

導入前 導入後

＊1 未経産牛を60頭、未経産牛の餌代を 300円/日として試算
＊2 乳価100円、初産牛1日乳量を25kgとして試算

製品導入後の効果  − 酪農〈フリーストール〉

導入後1年で
大きな効果!!

長期空胎牛割合

約20％⬇

T牧場様 北海道（フリーストール飼養） 導入後の変化

初産分娩日齢

平均空胎日数

平均分娩間隔

70日⬇

30日⬇
16日⬇

初産分娩日齢短縮による効果  
●飼料代コスト *1

 70日×60頭×300円 
= 年間126万円コスト⬇
●搾乳開始の早期化による売上増 *2

 70日×100円×25kg×60頭 
= 年間1,050万円売上⬆



所在地

製品導入後の効果  − 酪農〈フリーストール〉

繁殖台帳はいちいち見ていられないです。

Cloudではスマホで牛の繁殖状況が

リストですぐ確認できて、

その場で判断できるのが助かります

T牧場様 北海道（フリーストール飼養）

写真を登録できるので、

例えばETした種の紙情報を写して

データで保存できるのもいいですね

KPIが見られるのもありがたいです。

日々目標と現状を

把握しながら作業できます

牛群改良や飼養管理の改善に取り組んでいるのですが、

牛が良くなるとFarmnote Colorの発情や

活動低下の精度も更に良いです。

日中の発情・体調観察は Colorに任せ、

労働時間を削減できています



製品導入後の効果  − 繁殖

所在地

＜飼養頭数＞ ※2021年11月時点

繁殖雌牛：35頭　子牛：25頭
＜導入経費＞

初年度：1,070,000円
2年目以降：660,000円

＜導入製品＞ 2018年8月〜

Farmnote Cloud 牛群管理プラン 50~99頭プラン

Farmnote Color 30台サブスクリプションプラン(発情、活動低下)
Farmnote Air Gateway2 台

導入前 導入後

導入前 導入後
＊前年9月〜本年10月の出荷頭数で集計

分娩間隔364日以下

82％

年間出荷頭数

9頭⬆

導入後の変化

年間分娩頭数

平均空胎日数

平均分娩間隔

9頭⬆

20日⬇
37日⬇

出荷頭数増加による売上増 *
9頭×60万円 = 年間540万円⬆

＊素牛販売価格を 60万円として試算

S牧場様 北海道



所在地

通知が来るだけでなく、

授精適期の目安がわかることで授精のタイミングを

判断できるのが助かります

製品導入後の効果  − 繁殖

S牧場様 北海道

　　同じマスの乗った牛と乗られた牛両方に

　発情兆候通知が届いてしまうことは正直よくあります。

でも、Farmnote Cloudで牛の発情周期を

確認すればどちらが発情かだいたいわかるし、

多少手間はあれど結果は出てます

繁殖治療のホルモン剤を

あまり使わなくなりました

繁殖成績が良くなったことで

母牛の淘汰が減り

牛舎が手狭になってしまったので、

牛舎増築を検討中です



5. 自社の強み



獣医師の

専門知識を活かす

獣医師を積極的に雇用。生産現場で

培った技術や知識を活かし、質の高い

プロダクトやサービスを実現します。

自社牧場の検証で

更なる進化へ

2019年8月に自社牧場（ファームノート

デーリィプラットフォーム）を開始。自信

の生産者としての視点や検証を通し

て、今後更に進化のスピードを上げて

いきます。

自社の強み

ビッグデータからの

継続的改良

全国頭数シェア8％というビッグデータ

を保有。お客様からデータを預かり、

それを元に精度改良や機能改善し価

値を高めます。

顧客に近い

視点で改善

生産現場にすぐ行ける北海道 帯広市

に本社を構え、北海道のみならず全国

で成長を支援してくださる生産者様（ア

ンバサダー）と共に成長します。

わかりやすい

デザイン

普段IT機器を利用しない方でも直感

的に操作できる視覚的な”わかりやす

さ”を意識したデザインを心がけていま

す。



6. サービス提供の流れ



所在地

Farmnote Color
導入における、
・牛舎設備の確認
・電波状況の確認

・見積算出
・購入方法選択
・発注書提示

・サインアップ
・アプリダウンロード
・個体情報の登録

・Gateway設置
・Color装着
・牛とColorの紐付け
・学習期間

・初期費用、月額
　料金発生

Farmnote CloudおよびFarmnote Colorご契約時

サービス提供の流れ

牛舎環境の調
査

発注
Farmnote
Cloud
ご利用開始

Farmnote
Color
納品と、
ご利用準備

Farmnote
Color
ご利用開始



所在地 所在地所在地

所在地
様々なサポート体制を構築。安心してご利用いただくために、導入後も充実したサポートをご提供いたします。

導入後のサポート体制

お客様専用サポートダイヤルをご用意。

お問い合わせや機器故障時にご対応致

します。

Farmnote内にお問い合わせ機能を実

装。アプリ上からかんたんにお問い合わ

せが可能です。

操作方法はWeb上のマニュアルに掲載

されています。ちょっとした使い方の不明

点をすぐに解決できます。

アプリ内のお問い合わせ フリーダイヤル オンラインマニュアル

（平日10:00-18:00）
☎ 0120 - 006 - 521



7. 製品の料金



所在地

内容 月額料金

牛群管理プラン

Farmnote Cloudの全ての機能ご利用いただけるプランです。

300頭未満までは頭数のレンジに合わせた定額の支払いとなります。

300頭以上でのご利用の場合は頭数や利用状況等を確認の上で別途お

見積もりとなります。

〈 主な機能 〉
個体登録／管理／検索

予定管理／通知

個体リスト／通知

牛群リスト

Today・カレンダー・ノート

各種団体との連携（検定／センター）

レポート

ユーザーの権限管理

採卵管理

1~49頭 ¥6,500（税込¥7,150）

50~99頭 ¥13,000（税込¥14,300）

100~149頭 ¥19,500（税込¥21,450）

150~199頭 ¥26,000（税込¥28,600）

200~249頭 ¥32,500（税込¥35,750）

250~299頭 ¥39,000（税込¥42,900）

個体管理プラン

個体管理に限定したプランです。100頭未満でご利用いただけます。

〈 主な機能 〉
個体登録／管理／検索

予定管理／通知

個体リスト (4つまで作成可 )
Today

1~49頭 ¥4,000（税込¥4,400）

50~99頭 ¥8,000（税込¥8,800）

Farmnote Cloud（サブスクリプション）



所在地

＊Farmnote Colorサブスクリプションは1年契約からとなります。　

＊定額利用プランの最長契約期間は初回購入月より6年間（72ヶ月間）です。

　同プランを利用して追加購入した場合にも最長契約期間は変動しません。

＊Farmnote Colorサブスクリプションの月額費用には、Farmnote Cloud利用料は含みません。

　別途、Farmnote Cloudのご契約が必要となります。

商品名

機器 初期費用 月額料金

台数
データ解析
利用料

SIM回線
利用料

Farmnote
Cloud

Farmnote Color 1台 ¥5,000
（税込¥5,500） 以下参照 - 含まず

（別途請求）

Farmnote Air Gateway 1台 ¥130,000
（税込¥143,000） - ¥3,000

（税込¥3,300)
含まず

（別途請求）

データ解析利用料

発情兆候検知 ￥800（税込¥880）

活動低下検知 ￥800（税込¥880）

起立困難検知 ￥800（税込¥880）

発情+活動低下 ￥1,200（税込¥1,320）

Farmnote Color （サブスクリプション）



所在地所在地

サイズ/重量
150mm×190mm×87mm / 約800g
（ボックスのサイズ・形状は変更される場合があります）

入力電源 AC100V （200Vには対応していません）

モバイル通信
LTE (現対応キャリア： NTTドコモ)

※内蔵済み、圏外エリアでは利用不可

推奨設置場所 雨風がしのげる場所(牛舎内) 地面から2.5m～5m

エリア範囲
本装置から半径30m
(※ご利用環境の状況により変化します。 )

接続台数 Farmnote Color 100台まで

Farmnote Color
（ファームノートカラー）

Farmnote Air Gateway
(ファームノートエアゲートウェイ）

サイズ/重量

本体

106mm × 80mm × 29mm / 約165g
動作温度/湿度： -20℃ 〜 +60℃
動作湿度： 20% 〜 90%
対環境性：IPX5相当

オモリ 75mm × 65mm × 43mm / 500g

ベルト

酪農・繁殖用:
1360mm × 38mm / 230g
肥育用:
1550mm × 38mm / 260g

装着イメージ

製品仕様 − Farmnote Color



所在地

所在地

NTTドコモの携帯電波を送受信できる位置で

全ての Farmnote Color が、Farmnote Air Gateway の通信範囲にあること

設置条件

地上から2.5m 〜 5m

通信範囲

Farmnote Air Gatewayを中心に
半径25m 〜 30m

Farmnote Air Gateway

25m〜
30m

25m〜
30m

製品仕様 − 中継機設置条件


