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連絡先 第一実業株式会社
TEL:06-4967-3039    
Kazumasa.takahasi@djk.co.jp https://www.djk.co.jp/

○機器概要
腰の動きをセンサーがとらえ、パワフルなモーターの力で重量物を
持った時にかかる腰部の負担を軽減します。

②企業名：
「パワードウェア（ATOUN MODEL Y）」

連絡先 クボタアグリサービス㈱
熊本事務所 熊本県熊本市南区富合町廻江846－1
Tel 096-357-6181

○機器概要
・WIN-1:手元のスイッチでワイヤーを伸縮させ、手の力を使わず20㎏
のコンテナを持ち上げ可能！希望小売価格は税抜き106万円です。
・ラクベスト:腕を機械に乗せることで腕を休憩させながら棚下作業が
できるアシストスーツです！ 希望小売価格は税抜き12万円です。

①企業名：
「重量物持ち上げサポート アシストスーツ WIN-1 」
「棚下作業を楽にする‼

アシストスーツARM-1D ラクベスト‼ 」

会場配置図

連絡先
（株）エアリアルワークス ドローン推進部 梅津
TEL:099-203-0932 MAIL:umezu@arws.jp WEB:arws.jp

○機器概要
DJI AGRAS MG-1 機体販売価格99万円（税抜き）〜
DJI AGRAS T20（オープン価格）
実機の展示と事例紹介

③企業名： 株式会社エアリアルワークス
「DJI社製農薬散布ドローンの展示・事例紹介」

出展機器 企業名

アシストスーツ ①クボタアグリサービス（株）熊本事務所 ②第一実業（株）

ドローン
③（株）エアリアルワークス ④（株）オプティム

⑤住友商事（株）/（株）ナイルワークス ⑥東京ドローンプラス（株）

収穫・除草
ロボット

⑦inaho（株） ⑧ハスクバーナ・ゼノア（株）

⑨パナソニック（株）マニュファクチャリングイノベーション本部

水管理
システム・装置

⑤住友商事（株）/（株）インターネットイニシアティブ

⑩（株）ぶらんこ ⑪積水化学工業（株）

⑫（株）SenSprout ⑬ベジタリア（株）

経営・生産管理
システム

⑭（株）NPシステム開発 ⑮NECソリューションイノベータ（株）

環境制御（耕種）
⑯シーシーエス（株）⑰ソフトバンク（株）

⑱パナソニック
建設エンジニアリング（株）

⑲パナソニック（株）
コネクティッドソリューションズ社

⑳ラピスセミコンダクタ（株）

環境制御（畜産） ㉑パナソニック環境エンジニアリング（株）

畜産管理
システム・装置

㉒デザミス（株） ㉓日本電気（株）

㉔（株）ファームノート

鳥獣害対策 ㉕九州農政局

デジタル土壌図 ㉖農研機構 九州沖縄農業研究センター

※住友商事（株）、（株）ナイルワークス、（株）インターネットイニシアティブは三社合同展示

mailto:Kazumasa.takahasi@djk.co.jp
tel:099-203-0932


連絡先
ﾊｽｸﾊﾞｰﾅ・ｾﾞﾉｱ㈱ 九州支店 担当：梶川
携帯：090-2589-5522 toshikazu.kajikawa@husqvarnagroup.com

○機器概要
1995年世界初のﾛﾎﾞｯﾄ草刈機発売。100V電源使用で静音性に優れ
集草要らず。雨天も可。GPS搭載しｽﾏｰﾄﾌｫﾝで遠隔操作可能。

⑧企業名：
「ロボット草刈機：オートモア」

連絡先 inaho株式会社
鹿島オフィス 佐賀県鹿島市大字高津原5055 Max-E ビル 1F
Mail:info@inaho.co web:http://inaho.co

○機器概要
初期費用、メンテナンス費用を必要としない従量課金型のRaaSモデ
ルで自動野菜収穫ロボットを展開しております。

⑦企業名：
「自動野菜収穫ロボットとRaaSモデルによる次世代農
業パートナーシップ」

連絡先
㈱オプティム 九州支社 担当：岸山
TEL0952-41-4277、メール：yousuke.kishiyama@optim.co.jp

○機器概要
圃場の空撮画像から病害虫をAI検知し、必要な場所へ
「ピンポイント」で農薬散布を可能としました。

④企業名：
「ピンポイント農薬散布テクノロジー（AI+ドローン）」

連絡先

○機器概要
・RTK-GPS技術により、センチメートル単位での機体制御を実現、高
精度で最小限の農薬散布が可能。
・生育状態のモニタリングにより収量を予測。稲の株単位での管理
が可能。

⑤企業名：住友商事（株）/（株）ナイルワークス
「（株）ナイルワークス製 完全自動ドローンNile-T19」

(株)ナイルワークス/東京都渋谷区西原3-1-7 T‘S Place 3F
Mail:info@nileworks.co.jp
住友商事(株)/東京都千代田区大手町2-3-2
Mail:agritech@sumitomocorp.com

連絡先
東京ドローンプラス株式会社
TEL：03-6450-1416 email：info@tdplus.jp

○機器概要
液剤・粒剤にも対応した農薬散布ドローン。
平野部に適した10Lモデルが92万円(税別)
中山間に適した5Lモデルが65万円(税別)

⑥企業名：東京ドローンプラス株式会社
「農薬散布ドローン ヘリオスアグリ

連絡先
パナソニック（株） マニュファクチャリングイノベーション本部
E-Mail: smartagri-pr@ml.jp.panasonic.com

○機器概要

⑨企業名：
「トマト収穫ロボット」

トマトの自動収穫ロボット。ミニトマトをもぎ取り収穫。
製品化に向けて、現在開発を進めており、将来的には
他の作物への展開も検討中。

mailto:info@nileworks.co.jp
mailto:agritech@sumitomocorp.com


連絡先：ベジタリア株式会社
東京都渋谷区桜丘町22-6 プライマル渋谷桜丘1203
03-6416-5525 info@vegetalia.co.jp

○機器概要
水田の水位、水温、地温を測定し遠隔から数値を確認いただけます。
上記のセンサーデータや画像は、スマホアプリ、パソコンなど、ひと
つの画面の中で見ることができます。

⑬企業名：
「水田センサー PaddyWatch 水管理支援システム」

連絡先 株式会社SenSprout
東京都港区芝2丁目16-7 KTTビル2階
メール：info@sensprout.com Web：http://sensprout.com/

○機器概要
パソコン、スマートフォンから圃場の灌水を予約・実行することがで
き、潅水作業を省力化できます。

⑫企業名：
「SenSprout Pro灌水制御システム」（遠隔灌水装置）

連絡先
株式会社ぶらんこ 栃木県鹿沼市北半田432
TEL：028-600-4501 MAIL：info@blanco.jp

○機器概要
太陽光発電、長距離無線通信、クラウド管理を活用した水管理シス
テム 水位センサー：18,000円、給水ゲート：50,000円（予価）

⑩企業名：株式会社ぶらんこ
「水田ファーモ」（水田の水管理システム）

連絡先 積水化学工業株式会社 九州支店
設備システム営業所 福岡市博多区大博町1-2
TEL092-271-1314 web:https://www.eslontimes.com

○機器概要
給水操作の自動化により、水管理の省力化による農作業の負担軽
減、お米の高品質生産、かけ流し防止による節水が図れます。

⑪企業名：
「水田水管理省力化システム」 （水まわりくん

+エアダスバルブ）

連絡先 株式会社NPシステム開発 IoT事業部
愛媛県松山市山越6-14-10 TEL:089-924-7817
E-mail：komatsu@npsystem.co.jp

○機器概要

環境データ、作業データ、生育データを併せて分析することで、効
果的な作業計画立案に活用可能。web端末を利用した外部機器
の遠隔操作もできます。

⑭企業名：
環境モニタリングクラウドシステム「web-Watcher®」
測定データ中継機、ゲートウェイ「i-Gateway®」
環境値測定機、センサーノード「i-Node®」・各種センサー

連絡先

○機器概要
・水田センサーは、水位・水温のみ測定可能なシンプルな設計。セン
サーとの通信はLoRa方式を用い、通信コストの低コスト化が可能。

・離れた場所から圃場の水位・水温をリアルタイムで確認可能。また、
蓄積したデータから水漏れや水位の異常を検知。

⑤企業名：住友商事（株）
/（株）インターネットイニシアティブ

「（株）インターネットイニシアティブ製 水管理システム」

(株)インターネットイニシアティブ
東京都千代田区飯田橋富士見2-10-2 飯田橋ｸﾞﾗﾝ･ﾌﾞﾙｰﾑ
Mail:agri-info@iij.ad.jp
住友商事(株)/東京都千代田区大手町2-3-2
Mail:agritech@sumitomocorp.com

水田センサー

無線基地局

水管理アプリ

mailto:info@vegetalia.co.jp
mailto:info@sensprout.com
mailto:agri-info@iij.ad.jp
mailto:agritech@sumitomocorp.com


連絡先 パナソニック建設エンジニアリング㈱

Mail: agri-ph@ml.jp.panasonic.com https://agri.panasonic.com/

○機器概要

⑱企業名：パナソニック建設エンジニアリング㈱
「パッシブハウス型農業システム」（自動環境制御ハウス）

・葉物野菜の「周年栽培」（夏含む）、ハウス運用の「省人化」が可能
・自然の力（水・光・風）を最大限活用する自動環境制御

写真（1出展物につき1枚・
画質は印刷した際、荒くならない程度）

連絡先 ラピスセミコンダクタ（株） 横浜市港北区新横浜2-4-8
担当：渡辺 tel:045-476-9268
メール:watanabe424@mnf.lapis-semi.com

○機器概要
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。
土壌センサ「MJ1011」、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®」、ワイヤレスハンディメータ「MJ8973」

⑳企業名：ラピスセミコンダクタ
「土壌センサ」（土壌情報のリアルタイムモニタリング）

連絡先：パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社
大阪府門真市松葉町２番７号 TEL06-6905-5845

smartsaien@ml.jp.panasonic.com
https://agri.panasonic.com/smartsaienscloud/

⑲企業名：パナソニック（株）
コネクティッドソリューションズ社

「ｸﾗｳﾄﾞ型統合環境制御ｼｽﾃﾑ：Smart菜園’sクラウド」

○機器概要
最大30点のｾﾝｻｰ入力で施設内外の環境をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞし､機器を統合
的に制御し､栽培物の最適な成育環境を保つことが可能。ｾﾝｻｰ値
や画像はｸﾗｳﾄﾞｻｰﾊﾞｰに保存し､今後の栽培に活用できる。

連絡先 ソフトバンク株式会社 e-kakashi推進課
MOBILE : 080-4871-9129
E-MAIL : sc@e-kakashi.com

○サービスの概要
ほ場で取得した大量の栽培・環境データを見える化するだけでなく、
今どんなリスクがあり、どう対処すべきか最適な生育環境へ
ナビゲートします。

⑰企業名：ソフトバンク株式会社
「今何をすべきか」あたなたのブレーンとして栽培
の判断をアシストします。

連絡先 シーシーエス株式会社 施設園芸課
TEL:075-415-7737  FAX:075-432-0050
E-mail:agri-biotech@ccs-inc.co.jp

○機器概要
日照不足対策だけでなく、環境制御と組み合わせた積極的な補光
により、収量の増加、品質の向上が見込めます。
トマトでの樹間補光の場合、冬季(12-2月)の収量実績最大40%増

⑯企業名：シーシーエス株式会社
「温室補光用LED照明」

原価や在庫等を
管理・見える化

連絡先： NECソリューションイノベータ株式会社

スマートアグリサポートセンター agri@nes.jp.nec.com

⑮企業名：

1） 「NEC生産原価データ活用サービス」
2） 「NEC GAP認証支援サービス」
3） 「NEC農業技術学習支援システム」

リアルタイム XX円/kg

月次 XX円/kg

見込み XXX円/kg

日時
工程
区分

工程

品目 資材

進捗 圃場 担当者

作業
実績

登録

使用履歴
4/19 トマト 日電 剛 5L 畑A
5/24 トマト 日電 剛 3L 畑A

使用/内容量 8L/20L

...

原価

○概要
1) 作業実績から農作物ごとの原価を算出し、健全な農業経営を支援

2) 農業生産活動に伴うさまざまな情報を、GAPの「点検項目」に
関連付けて整理し、GAPに取り組む生産者の負担を軽減

3) 熟練者の農業技術を「見える化」し、新規就農者の技術習得をサポート

mailto:agri-ph@ml.jp.panasonic.com
https://agri.panasonic.com/
mailto:smartsaien@ml.jp.panasonic.com


連絡先
九州農政局農村振興部農村環境課 担当：東（ヒガシ）

TEL 096-300-6442、メール： kazuaki_higashi270@maff.go.jp

○機器概要
自分で作って安価に運用する通信機をＤＩＹする方法を紹介。
１台１万円以下で導入可能。通信費は約１００円／月。
農業等のＩOＴ化にも応用可能な技術を紹介します。

㉕企業名： 九州農政局
「鳥獣被害対策用のわな通知機をＤＩＹする事例」

連絡先
農研機構 九州沖縄農業研究センター 担当：新美
TEL096-242-7530、メール：q_info@ml.affrc.go.jp

○機器概要
デジタル土壌図をウェブで公開しました。無料アプリで、スマートフォ
ンやタブレットでも利用できます。土壌の種類は、作物生育・肥料の
効き方・排水条件などに大きく影響する農地の基本的な情報です。

㉖企業名：
「全国の土壌の種類や分布がわかるデジタル土壌図」

連絡先

日本電気株式会社
TEL 099-261-2866、heisikeisl@kgs.jp.nec.com

○機器概要
斃死鶏をNECの画像認識技術と機械学習技術を組み合わせて検知
するものです。撮影した画像は専用の機械学習モデルを使ったAIエ
ンジンにより斃死鶏を検知します。

㉓企業名：日本電気株式会社
「AI技術活用による斃死鶏発見システム」

連絡先パナソニック環境エンジニアリング株式会社 九州営業所
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目２番１３号 福岡パナソニックビル８Ｆ

担当：岸之上 メール：kishinoue.takashi@jp.Panasonic.com 

㉑企業名：パナソニック環境エンジニアリング(株)
/宇都宮大学「次世代閉鎖型牛舎システム」

○概要
・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 デザミス株式会社 九州営業所
熊本県熊本市中央区帯山3-12-7 プロヴァンス帯山B1-2
TEL 096-237-7239 MAIL  shuhei.yamamoto@desamis.co.jp

○機器概要
牛の首につけたセンサで牛の行動を記録し、一頭一頭の行動データ
を見える化。また、発情・疾病・起立困難事故（肥育向け）の兆候をア
ラートでお知らせします。一頭あたり月額約500円～。

㉒企業名：
牛の行動モニタリングシステム
「U-motion ®（ユーモーション）」

連絡先株式会社 ファームノート西日本支社
担当：冨森

TEL:090-1195-1782, E-mail:norihiro.tomimori@farmnote.jp

○機器概要
リアルタイムに牛の活動情報を収集して解析

発情や急激な体調変化などを見える化することで、最適な飼養管理
を実現する。

㉔企業名：
「機器・システム名」牛の発情・体調管理を人工知能で

鹿児島県霧島市国分中央3-9-13 2階

mailto:heisikeisl@kgs.jp.nec.com
tel:090-1195-1782

