出 展 者 一 覧

（47社・団体）※五十音順

ブースNo. 頁

出展企業・団体名

あ 株式会社アイエスエイ

株式会社IT工房Z
ITbookテクノロジー株式会社
株式会社ITAGE
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構
株式会社アグリトリオ
アトム技研株式会社
株式会社ヰセキ関西中部
株式会社インターネットイニシアティブ
エア・ウォーター株式会社
株式会社エアロテック
株式会社エイカー
一般社団法人営農型太陽光発電普及協議会
株式会社笑農和
株式会社エムスクエア・ラボ
株式会社大竹製作所/株式会社チューキョー
さ 株式会社サカタのタネ

XAG JAPAN 株式会社
株式会社里山村
三相電機株式会社
シーシーエス株式会社
株式会社シンクロアイズ
住友林業緑化株式会社 農産事業部
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ブースNo. 頁

出展企業・団体名

3

た タキゲン製造株式会社

3

株式会社たけびし

3

龍城工業株式会社

3

千代田電子工業株式会社

3

株式会社テヌート

3

株式会社デンソー

4

株式会社東海化成

4

東京ドローンプラス株式会社

4

東日興産株式会社

4

株式会社TOWING

4

トヨタ自動車株式会社

4

トヨタネ株式会社

5

な 奈良炭化工業株式会社

5

日本特殊陶業株式会社

5

は 株式会社フジコー

5

株式会社プラネット

5

フルタ電機株式会社

5

ま ミズノ株式会社

6

三井金属計測機工株式会社

6

株式会社ミライ菜園

6

株式会社メニックス
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ら 株式会社リシパ

株式会社ロボテック
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農 商 工が交差する展示商談会

アグリクロス
in なごのキャンパス

8
8

（名古屋市西区那古野2-14-1）
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アグリクロスとは
近年、農業分野ではロボット技術や情報通信技術を駆使して、
省力化や高品質生産を実現する次世代農業「スマート農業」の
取り組みが進められています。他産業で培ってきた技術やサー
ビスは、農業現場においても十分に活かせるものであり、今後ビ
ジネスチャンスは益々拡大していくことが想定されます。
このような背景を踏まえ、名古屋商工会議所ではスマート農
業技術をはじめとする農業分野への進出サポート事業
「アグリク
ロス」
を展開しています。2021年度は個別セミナーや農業現場
視察会等の実施、2022年度は第２回展示商談会「アグリクロ
ス」
の開催を予定しており、農業ビジネスへの新規参入や事業拡
大を推進していきます。
ご興味のある方はぜひご参加ください。

今後の
展開予定

２０２０年度
第１回展示商談会
アグリクロス開催

２０２２年度
第２回展示商談会
アグリクロス 開催

２０２１年度
・スマート農業セミナー
植物工場セミナー
・最先端農業現場の視察会
・農業メーカーとの
マッチング企画

※今後の事業案内は、
メールマガジンや名古屋商工会議所HPで
ご案内させていただきます。

アグリクロス事務局（名古屋商工会議所）
お問合せ

/4[木]

2021 3

〒460-8422 名古屋市中区栄2-10-19
[TEL]052-223-5709 [FAX]052-231-5703

10:00〜17:00

[E-mail] agri@nagoya-cci.or.jp

アグリクロス公式HP

https://agricross.nagoya-cci.jp/

5[金] 開催

｜主

催｜ 名古屋商工会議所

｜共

催｜ 中日新聞社、
中部経済新聞社

｜特別協力｜ 愛知県農業協同組合中央会、愛知県経済農業協同組合連合会、
マイナビ農業
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プログラム・スケジュール
DAY 1

3

4［木］

DAY 2

開場

10：00

商談会 〈10：00〜17：00〉

ダンフーズ㈱との個別商談会
12：00

×

ー農産物を加工したい、食品加工業者へ
卸したい生産者様、必見！ー

商談会 〈10：00〜17：00〉

11：30

ダンフーズ㈱との個別商談会

12：00

商談会 〈11：00〜17：00〉

×

ー農産物を加工したい、
食品加工業者へ
卸したい生産者様、
必見！ー

㈱カネスエとの個別商談会

×

ー求む！
「地元で採れる新鮮野菜」ー

12：30

14：00

XAG JAPAN㈱
東京ドローンプラス㈱
㈱リシパ

アイエスエイ（IoT環境センシングシステム）
ヰセキ関西中部（直進＆旋回アシスト機能付田植機）
エムスクエア・ラボ（屋外搬送台車「Mobile Mover」）
XAG JAPAN（農業用無人車）
タキゲン製造（電動高所作業車）
ロボテック（電動バランサ「ムーンリフタ」）

運動場を使用した屋外での実演展示を行います。

最新の農機具をぜひお近くでご覧ください。

ー農業者の経営改善の取組みを支援します！ー

出展者プレゼンテーション

13：30

講師／ＪＡ全農
耕種総合対策部 営農企画課
高度施設園芸推進室
室長 吉田 征司 氏

出展者が自社の製品・技術・サービスをアピールします。
㈱ヰセキ関西中部 〈12：30〜12：45〉

45
●

屋内

㈱TOWING 〈12：50〜13：05〉

高機能ソイル栽培システムによる宇宙農業実現と地球農業発展
㈱サカタのタネ 〈13：10〜13：25〉

14：30

受付

41
●
35
●

㈱笑農和 〈13：50〜14：05〉

セミナー 〈15：00〜16：00〉

スマホで簡単水田水管理 paditch（パディッチ）

現場から見た
スマート農業の可能性

エア・ウォーター㈱ 〈14：10〜14：25〉

誰でも簡単 すぐに結果が出る土壌分析装置

15：30

ー法人化をした
戸倉トラクターの取り組みー

セミナー 〈15：00〜16：00〉

16：00

講師／株式会社戸倉トラクター
代表取締役 横井 千広 氏

入口
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アグリオープン
イノベーション機構

17：00

終了

終了

当日参加OK

ダンフーズ㈱との個別商談会

〜農産物を加工したい、
食品加工業者へ
卸したい生産者様、
必見！〜
野菜素材（カット野菜、
すりおろし、裏ごし、炒め、
ジュース、エキスなど）を製造し、食品加工メー
カーに納入しているダンフーズ株式会社と直接商
談を行っていただけます。
◆参加部署名：営業部
◆商談希望内容：地元で採れるこだわり野菜の
受託加工の請け負い
（未利用資源の活用等）
◆商談対象企業：地域生産者

3/4・5〈10：00〜17：00〉

当日参加OK

㈱カネスエとの個別商談会
〜求む！
「地元で採れる新鮮野菜」
〜

スーパーマーケット
「カネスエ」、
「フェルナ」を運
営する株式会社カネスエのバイヤーと直接商談
を行っていただけます。
◆参加部署名：青果商品部
◆商談希望品目：各店舗
（カネスエ・フェルナ）
に
卸すことが可能な地元で採れる新鮮野菜、
又は
その加工食品
◆商談対象：地域生産者
（ある程度の収穫量を見込
める農業法人、
および個人生産者）

3/5〈11：00〜17：00〉

1

当日参加OK

㈱日本政策金融公庫との経営・金融相談会
〜農業者の経営改善の取組みを支援します！〜

各生産者のニーズ・課題にマッチした「経営改善
のアドバイス」
「ビジネスマッチング」
「専門家の紹
介」
など、
さまざまな提案や情報提供を行っていま
す。農業に関連するお困り事がございましたら是
非ご参加ください。
◆相談会内容：以下の項目に関する相談
①規模拡大やコスト削減等の経営改善の取組み
②新規就農や農業参入の取組み
③6次産業化や海外輸出の取組み
④加工流通分野の取組み
⑤災害や経営環境の変化に対応したセーフティ
ネット機能の取組み
◆相談会対象者：地域生産者

千代田電子 シンクロアイズ
工業
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プラネット

アグリトリオ
トヨタ自動車

●

●

28

講師／全国農業青年クラブ連絡協議会
会長 首藤 元嘉 氏

17：00

38
39
40
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32
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33
●
●
●

エムスクエア・ラボ 日本特殊陶業 アトム技研

22
●

日本４Ｈクラブ
（農業青年クラブ）の紹介と
スマート農業への期待について

16：30

16：30

トヨタネ

Mobile Moverの運搬・防除運用方法、将来性

15：00

15：00

インターネット
奈良炭化工業 ロボテック 東日興産 イニシアティブ

ミライ菜園

DIYだからいろいろできる！低コストで始める環境制御

里山村

東京ドローンプラス

ISEKIスマート農業

14：00

43
●

44
●

龍城工業

㈱エムスクエア・ラボ 〈13：30〜13：45〉

16：00

商談会

プレゼンテーション 〈12：30〜14：30〉

ゆめファーム全農の
取り組みについて

14：30

15：30

Entrance

全体

㈱日本政策金融公庫との経営・金融相談会

13：00
セミナー 〈13：00〜14：00〉

13：30

体育館

課題の掲示版

相談会 〈10：00〜16：00〉

13：00

GYMNASIUM

ドローン飛行デモ
屋外

GROUND

運動場

屋外実演ゾーン

講師／豊橋技術科学大学
先端農業・バイオリサーチセンター
副センター長 高山 弘太郎 氏

11：00

12：30

Drone demo

ドローン飛行

農業現場課題の掲示板

11：30

講師／株式会社マイナビ
執行役員 農業活性事業部
事業部長 池本 博則 氏

芝生

ー豊橋技術科学大学の
取り組みと展望ー

10：30

農業現場課題の掲示板

11：00

ー農業分野での
人材採用と育成ー

Cafeteria
“yoake”

カフェ

スマート農業に
実装される先端工学技術

10：00

新しい時代に考える

Entrance

セミナー 〈10：30〜11：30〉

開場

セミナー 〈10：30〜11：30〉
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ITAGE

ITbook
三井金属
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東海化成 大竹製作所/
チューキョー

●
19
●

エイカー

セミナー会場

1
●

フルタ電機

農業現場課題の掲示板

商談会
コーナー

3/5〈10：00〜16：00〉

2

生産者と企業のビジネス交流促進のための掲示板
を設置します。
生産者や研究機関からお寄せいただ
いた
「探したい、
連携したい、
困っている…」
等々の
情報を公開し、
企業とのマッチングを図ります。

ブースNo.

16

ブースNo.

株式会社アイエスエイ

6

〈住所〉〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16新宿6丁目ビル
〈TEL〉03-3208-1563 〈URL〉https://isa-j.co.jp

〈住所〉〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5丸の内ヒビノ・オフィスラインズ4A
〈TEL〉052-218-3318 〈URL〉https://itkobo-z.jp/

株式会社アイエスエイは、1979年設立以来、ネットワーク分野におけ
る、監視・警告・通知に特化した、機器の製造・販売を行っております。弊社
では、ネットワークによるデータ収集の無線化に早くから取組み、LoRa
無線方式による、環境計測・機器制御装置「ももことあやか」WD100シ
リーズを発表致しました。LoRa無線方式は、長距離通信（数kmから数十
km）を可能としながら、消費電力が少ない特徴があり、弊社では、最大32
台の各種計測制御ユニット（子機）を、1台のデータ収集管理制御通信ユ
ニット（親機）で管理する事が可能です。子機は、防水対応（IP67）してお
り、且つ10年バッテリを内蔵しておりますので、屋外でのご使用も可能
です。計測されたデータは、サーバを介しクラウド上に送ったり、サーバ
内に設定された閾値とデータを比較した結果に応じたアクション（警報・
発報・メール通知）を行います。農業
分野においては、納入実績も多数あ
り、農業の見える化と自動制御にお
役立て頂いております。今回は、展
示場内外の環境データを実際に収
集したデモの実演を行いますので、
是非、当社ブースへお立ち寄り下さ
い。宜しくお願い致します。

ブースNo.

25

株式会社 IT 工房 Z

弊社は、IoT機器の開発からサービス展開までをトータルでサポートしま
す。
現在は、農業用ハウスの環境モニタリングサービス「あぐりログ」を全国
に向けて展開しており、これまでに累積で1,500台の販売実績がありま
す。
あぐりログは、
簡単にモニタリングを可能にするサービスです。
センサー及び通信機器を内蔵するログBOXを温室に設置して、
100V電源
に接続するだけで、すぐに温室内の温度、湿度、CO2濃度などをスマホや
PCで確認できるようになり、
栽培環境の把握を容易に実現致します。
また、このあぐりログ
で培った技術を活用し
て機器の動作状態をモ
ニタリングしたり、遠
隔で機器を操作するな
どの要望にもお応えで
きます。

ブースNo.

ITbook テクノロジー株式会社

30

株式会社 ITAGE

ブースNo.

26

ブースNo.

37

IoTクラウドサービスとして気象センシングIoTサービスの『みまわり伝
書鳩』と、施設園芸向け環境制御機『温調みつばち』でスマート農業を支え
ていきます。
■環境モニタリング
『みまわり伝書鳩』
環境センシングIoTサービスで農業現場で気象センシングIoTサービス
としてご利用頂けます。
手軽に低コストで離れた場所から圃場の環境を監視し、異常があれば自
動通知が可能です。
電源がない場所でもソーラー電源で稼働可能。
［対象品目］
水稲、
畑作、
露地野菜、
施設野菜、
果樹、
茶
■温調みつばち
施設園芸向けの自動制御システムです。
各種センサーにて室温や日射の制御はもちろんのこと、CO2量の調整、
溶液の供給制御、なども可能。計測した値や制
御状態は、クラウドにて保存管理。外出先でス
マートフォンやパソコンで閲覧可能。クラウ
ドから制御可能です。
［対象品目］施設野菜、施設園芸（花き、果菜、
等）

スマホで施設園芸作物（トマト、ナス、キュウリ）の
生育状況を見える化！「生育ナビ」で始めよう、生育
測定♪♪
（1）スマホアプリに施設園芸作物（トマト、ナス、
キュウリ）
の生育測定項目をご用意。
（2）
スマホカメラ測定項目
（茎径、
茎伸長、
葉幅、
着果
数、
頂点・開花位置長）
を撮影することで、
作物の生長量をリアルタイム測定。
（3）スマホでの測定データ（撮影画像含む）はクラウド上に生長履歴とし
て保存可能。
（4）スマホで測定を続けることで、生長グラフや生育バランスチャート
を生成。
（5）トマトについては、繁茂状態の3Dモデル化と気象データにより光合
成活性量を推定
（現対応地区は愛知県）
。
また、
葉面積指数も推定可能。
（6）測定データは地域、グループ等の生産者同士で共有可能。生産者のハ
ウス毎に生育状況を比較したり、
コミュニティツールとして使用可能。
（7）既存の環境モニタリング装置（他社）と連携することで、生育ナビ画
面で環境データと生育データを比較可能（現在、
（株）IT工房Z あぐりログ
に対応）。
「生育ナビ」のWeb API使用により、環境モニタリング装置（他
社）
側に生育データを取込んで活用可能。

水田センサー MITSUHA LP-01を利用して、スマホでかんたんに水管
理が可能です。
水管理の省力化だけでなく、収量や品質の安定化に寄与します。
■■ IIJ 水田水管理プラットフォームの特徴 ■■
◯水田センサー： MITSUHA LP-01
・水位・水温のみの計測でシンプル化し、低コスト化
・工具無しで組み立てから設置が可能なシンプルな構造
・電池2本で1シーズン駆動
◯基地局
・LoRaWANでセンサー通信を集約し、通信コストを低減
・1台で1〜5Kmのエリアをカバー
・オープンな無線通信規格で、他社の様々なセンサーが利用可能
◯多面的活用
・鳥獣害対策、防災(用水やため
池監視)にも活用可能
■■ 利用者さまの声 ■■
・水 管 理 に か か る 時 間 が 7 割
減って、楽になった！
・
「水管理に行かなくてはいけ
ない」から「水管理に行かなく
てもよい」に変わった

ブースNo.

一般財団法人アグリオープンイノベーション機構
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〈住所〉〒410-0321 静岡県沼津市西野317
〈TEL〉055-939-5106 〈URL〉https://aoi-forum.jp

株式会社アグリトリオ

〈住所〉〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通135番地ココラアベニュー3F CLUE
〈TEL〉0532-25-8156 〈URL〉https://agritrio.co.jp/

当財団は、静岡県が提唱する、先端技術を農業分野に応用し、静岡から「世
界の人々の健康寿命の延伸と幸せの増深」
に貢献する
「AOIプロジェクト」
の中心的役割を担っています。
会員制のフォーラム
「AOIフォーラム」
を運
営し、大学、研究機関や県内外の生産者・民間事業者とのビジネスマッチ
ング等により、
「農・食・健」
「農・商・工」
「産・学・官・金」
を連携させ、
最先端の
技術をもとに、
新産業の育成や、
新しい価値の創造を目指します。
主なフォーラム会員向けサービスとして「ビジネスマッチング」
「研究調
整」
「資金調達」
「技術移転支援」
「知財支援」
「人材育成」等をサポートして
います。
AOIフォーラムは、農業及び関
連産業でのビジネス展開に取
り組む方であれば、法人・団体・
個人を問わず、どなたでもご参
加 い た だ け ま す 。会 費 は 1 口
20,000円／年です。詳しくは
ウェブサイトをご覧ください。
ウェブサイトでは会員の情報
や過去のイベントの模様をご
覧になれます。

初心者の壁はマニュアルが解決。
農業人材マッチングサービスで全国展開を進める「株式会社アグリトリ
オ」
です。
手軽に働きたい人と人手不足の農家をマッチングする農業ギグワークの
『農How』福祉サービス事業所と人手不足の農家をマッチングし障害者
の就労を支援する新しい農福連携システムの『農Care』2つのサービス
で就農人口の減少に歯止めをかけ、これまでの雇用ニーズに合わなかっ
た人たちへの雇用創出を行います。
「終日働く時間は取れない」
「連日の勤務はできない」
「シフト対応は困難」
といった理由で働くことをあきらめていた潜在的な労働力の活用や、障
がい特性のために就労困難な
方、収入が安定しない方に向
けて、収入の向上と生活の安
定を目指すことのできる画期
的な機能で農作業マッチン
グ。
「農業の課題を解決する新し
いカタチ」でSDGｓ目標の達
成に貢献します。

3

ブースNo.
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■業務内容
農業機械の総合専業メーカー「井関農機」の販売会社として、愛知・岐阜・
静岡の東海エリアおよび滋賀・京都・大阪・和歌山・兵庫の関西エリアと富
山・石川・福井の北陸エリアで事業展開をしています。
■出展機紹介
新型田植機「PRJ8（Z型）」は、ISEKI独自の直進＆旋回アシストシステム
により、植付け中の直進および旋回のハンドル操作を田植機がアシスト
します。操作が簡単で不慣れな方でもキレイな植付けができます。熟練者
にとっては、長時間作業でも疲れにくく能率よく作業ができることで、実
演先でも好評を得ています。

ブースNo.

株式会社インターネットイニシアティブ

〈住所〉〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2飯田橋グラン・ブルーム
〈TEL〉03-5205-6802 〈URL〉https://www.iij.ad.jp/biz/iot-agri-paddy/

株式会社ヰセキ関西中部

〈住所〉〒444-1221 愛知県安城市和泉町大北61
〈TEL〉0566-92-7221 〈URL〉https://www.iseki-kansai.co.jp/

ドライアイスに代わる次世代型保冷剤として注目され、数々のメディア
にも取り上げられている「ICE ENERGY(アイスエナジー）」は、食品添加
物だけで作る安全・安心・高品質の特殊低温保冷剤です。その画期的な性
能とデザインが評価され、2020年度グッドデザイン賞を受賞しました。
世界初のー1度の温度差で凍結する技術により、家庭用冷凍庫でー20度
の特殊低温保冷剤が凍結、長時間の低温保冷が可能なため、多くの企業様
の導入が進んでいます。
酷暑作業時の負担を軽減する目的でつくられたアイスエナジーウェアシ
リーズは、ファッション性・機能性・着心地のよさを徹底追求したスポー
ツタイプのウェアです。特徴は「スポーツウェアタイプのパワーメッシュ
ストレッチで抜群のフィット感」
「ファン付き作業服と共存できるミニマ
ムさ」
「接触冷感素材で冷んやりした着け心地」
「保冷剤1つで速攻長時間
冷却」
「 繊維商社のタキヒヨー株式会社と
共同開発」
「速乾素材で洗濯簡単、毎日使え
る」
「 速攻長時間保冷(4時間〜6時間※)」。
特に農作業では、冷たさが長持ちし、保冷
剤の交換回数が少なくて済むことから好
評です。※環境・個人差により異なります。

〈住所〉〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル21階
〈TEL〉052-269-3101 〈URL〉https//www.itage.co.jp
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〈住所〉〒453-0015 名古屋市中村区椿町10-14坪井ビル4F
〈TEL〉052-451-0721 〈URL〉https://www.atomgiken.co.jp/

〈住所〉〒190-0022 東京都立川市錦町1丁目8番7号立川錦町ビル8階
〈TEL〉042-523-1177 〈URL〉https://www.itbook-tec.co.jp/

ブースNo.

ブースNo.

アトム技研株式会社

9

エア・ウォーター株式会社

〈住所〉〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番8号
〈TEL〉03-6666-3508 〈URL〉https://www.awbio.co.jp/

産業ガスの供給を原点に事業を広げ、もの作り現場で活躍する産業ガス
やケミカル、生命を支える医療、くらしに関わるエネルギーや農業・食品、
物流、海水、エアゾール等、多彩な製品やサービスをお届けしています。
今回は、面倒な試薬調合が不要で、その場で分析結果が出て施肥提案も行
う土壌分析装置と、ペットやお子様にも安心の消臭除菌水生成器Laipoc
をご紹介します。
◆土壌分析装置
現在、土壌分析は専門機関に委託するのが一般的で、近隣に分析機関が無
い、測定に数週間を要する等の理由で、土壌分析をしている農家は、全体
の１割程度と言われています。
また、施肥設計が十分でない為、全国の水田の53%でリン酸過多、29%で
加里過多になっていると報告されています。
そんな悩みの解決に、どなたでもすぐお使い頂ける土壌分析装置です。
お客様から営農サービスの拡充により組合のブランドが強化された。施
肥量を細かく管理することで、社員の施肥意識が改善された。といった声
が寄せられています。
◆消臭除菌水生成器Laipoc
取れなかったニオイ、除菌できなかった菌にも有効。お子
様やペット迄安心の消臭除菌水生成器も展示しています。

ブースNo.

株式会社エアロテック

42

〈住所〉〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4丁目9-21
〈TEL〉052-684-7814 〈URL〉http://aero-tech.jp

株式会社エイカー

〈住所〉〒525-0044 滋賀県草津市岡本町228-1
〈TEL〉0120-233-850 〈URL〉http://www.acar.co.jp

弊社のグループ企業「株式会社テックササキ」は主に航空機製造業として
70余年空の産業に携わってまいりました。2017年からは産業用パイ
ロット育成に特化した「JUAVACドローンエキスパートアカデミー名古
屋校」を主催する「株式会社エアロテック」を立ち上げ多くの産業ドロー
ンパイロットを育成しています。
特に建設業界の革新的な取組である「i-construction」の要求精度を満た
すドローン測量に特化した「測量基本技術コース」や、今後社会インフラ
維持管理で必要となるドローンによる構造物点検コース「非破壊検査基
本技術コース」は大変好評をいただいております。この経験を基に、今冬
より優れた散布性能で評価の高い国内生産の産業ドローンメーカーであ
る「株式会社マゼックス」の正規特約販売店、ならびに（一社）農林水産航
空協会認定「愛知マルチローター教習所・整備所」を開所しドローンによ
る農薬散布の訓練・教育・メンテナンス業務
を行っております。農業ドローンのデモフラ
イト会も随時対応いたしますのでお気軽に
お問い合わせください。
私共は確かな技術力と万全のアフターフォ
ロー体制にてみなさまをお迎えいたします。

株式会社エイカーによる独自開発の特殊波動方式で、野生動物にお困り
の皆様に最適な防除方法を御提案いたします。
弊社の機器は防除音が発生しますが、従来の音や超音波ではなく、野生動
物が嫌がる不規則なパルスをプログラム上で生成し、毎回異なる高速パ
ルスとして鳥獣へ向け、浴びせる事で不快になる場所や環境を作ります。
特殊波動には吃驚（びっくり）効果があり、警戒心が強い野生動物は、装置
が発する立ち上がりの鋭い波動に慣れることができず、その場から逃れ
ようとします。
野生動物を対策する為には周辺環境や状況によって装置の設置方法・発音
方法・作動時間等が異なります。一般的な機器では設置するだけで防除す
る事は難しく、
効果が持続しません。
弊社では現地調査から防除装置の
設置、メンテナンスまで一貫して対
応いたしますので、被害対策に最適
な防除方法の御提案ができます。
今までの経験とノウハウを生かし、
他にはない効果と持続力を認めら
れ全国で採用されています。

4

ブースNo.

4

ブースNo.

一般社団法人営農型太陽光発電普及協議会

36

〈住所〉〒441-0101 愛知県豊川市宿町佐平山48
〈TEL〉0533-78-2400 〈URL〉https://einou-pv.org/

株式会社笑農和

〈住所〉〒936-0053 富山県滑川市上小泉1797-1
〈TEL〉076-482-3998 〈URL〉https://enowa.jp/

ブースNo.

43

弊社は稲作の工程の中で一番時間と労力を使う「水管理」の工程に着目
し、
「スマホで簡単に水管理」が出来るpaditch（パディッチ）シリーズを
販売しております。現在は自動水門paditch gate02+、自動給水弁
paditch valve01、そして2021年4月に、排水制御対応paditch
drain01を発売予定です。事務所やご自宅にいながらスマホで田んぼの
状況確認や、水位調整が可能になることにより「他の作業工程に時間が使
えるようになる」
「豪雨時や高温時にリスクを冒して田周りをする必要が
なくなり事故防止にもつながる」などの効果が得られます。開閉はリアル
タイム、タイマー、水位連動、水温連動などの設定も行うことができます。
また、管理システムでは「水温・水位・気温・水門・バルブの開閉状況」など
のデータを蓄積していくため、翌年
以降の水管理スケジュール対策・品
質向上・収量UP、事業継承時の参考
資料になるなど様々な効果が期待で
きます。2020年度は、paditch導入
圃場と未導入圃場の収量調査を第三
者機関である農研機構に委託したと
ころ、最大で「16.４％」も収量が多い
結果が出ました。

里山村水耕栽培プラントは、
・他社製品に比べ比較的安価
・作物の生育を促進させるパネル、水槽
・水中にアオコ（藻）の発生を抑制させる設計
・小規模からでも導入できるバリエーション
・ハウス内の大掛かりな配管工事が不要（任
意）
・リーフレタス、サンチュ、ケールなどの可食
部採取栽培に最適
・稲の育苗ハウス未使用時の有効活用にも使用可能（人手での移動が可
能）
など様々な特徴が挙げられます。弊社内においても自社プラントを用い
た農場を運営しており、地元地域の飲食店や小売店へ野菜の販売を行
なっております。昨今では農福連携の取り組みにおいて、障がい者の方々
が社会参画する手段としても広く使用されています。これらの特徴を評
価いただき2020年現在、全国300件以上のユーザー様に選ばれ、導入し
ていただくことができました。是非皆さまの生産活動、事業の可能性を新
たに創造する手段としてご検討下さいますよう、ブースへのご来場をお
待ちしております。

ブースNo.

ブースNo.

ブースNo.

株式会社エムスクエア・ラボ

31

〈住所〉〒421-0407 静岡県牧之原市布引原1076-2
〈TEL〉0548-25-5150 〈URL〉http://www.m2-labo.jp/

〈住所〉〒490-1145 愛知県海部郡大治町中島字郷中265
〈TEL〉052−444-2525 〈URL〉http://www.otake-ss.co.jp

「持続可能な社会を次世代へ」を理念とし、農業×ANY=HAPPYという
方程式、つまり、農業と他産業や他の立場を掛け算するといいことが産ま
れるということを見出し、流通、IT、教育など様々な事業創造に取り組ん
でおります。
「Mobile Mover」は屋外作業用モビリティです。高齢化に伴い農業の担
い手が急激に減少する地域課題に取り組むため、エムスクエア・ラボとス
ズキが共同開発。操作方法は、ジョイスティック式、有線追尾式、リモコン
式の３パターン。スズキの高度な電動車椅子走行技術による安定した足
回りと高い耐環境性により、荷物の搬送や乗用だけでなく、防除などの農
作業にも応用可能です。現在、農業分野においては果樹園、露地野菜に導
入して頂いています。屋外での自動走行実現のため、大学と共同で研究開
発を継続しており、ハウス等の屋内についても自動走行を検討中で、用途
拡大に取り組んでおります。
「Measure Links̲ML-Mass-A」は
農業の作業現場管理を、柔軟かつ安
価に管理するIoTシステムです。作
物の重量を計測、結果をクラウドへ
UP、アプリでデータ把握すること
で、経営管理にご活用頂けます。

ブースNo.

10

株式会社大竹製作所 / 株式会社チューキョー

大竹製作所は1911年、大竹兄弟商会として大竹式進歩土臼(籾摺り機／
籾から玄米にする機械)を製造、販売することで創業しました。農業・農家
に役立つユニークなものづくりを心掛け、地域密着型の製品開発・製造・
販売をしています。水田除草機や水田溝切機の乗用化、精米機に籾摺り機
能を加えた籾摺り精米機、籾摺り機に玄米選別機を搭載したグレイダー
付籾摺り機など、独自性のある製品を世に送り出してきました。また、環
境保全型農業に活用できる農業機械や資材にも力をいれています。水田
除草機は、回転する爪が稲の条間にある雑草を除去します。土壌をかき混
ぜる中耕の作用もあり、初期生育を旺盛にします。分けつを促進して茎数
を確保、酸素を供給して施肥効果を高める効果も期待できます。除草剤を
使わない栽培方法に向いていることから、
生物多様性保全の取組に一役を担います。
高断熱「ナノワン」は、最先端ナノ素材によ
る優れた断熱効果で、ハウス栽培における
異常気象、気温上昇による可販収量の減少
などの難題を解決します。また、冷暖房使
用量の大幅削減によりコストダウンをは
かり、
地球温暖化防止に貢献します。

屋外
出展

株式会社サカタのタネ

XAG JAPAN 株式会社

2

弊社はポンプ・モータを製造販売している会社です。モータは小ロットで
のカスタムをメインとしており、ポンプは陸上清水用のマグネットポン
プ、ラインポンプ、ヒューガルポンプ、家庭用ポンプなど様々なライン
ナップを取り揃えております。また近年では自社製ポンプを使用したユ
ニット製品というものも製造しております。ラインナップはマイクロバ
ブル発生装置、海水淡水化装置、小型発電ポンプ、溶存酸素発生装置、お掃
除ロボットとなっております。その中で今回展示するものは溶存酸素発
生装置（Sansolver）です。装置の特徴としましては、自社製ポンプで循環
させた液と酸素ボンベから送る生酸素を装置内で効率よく溶け込ませ、
酸素濃度の高い液体を作り出すといった
ものになります。養殖業、植物工場、水耕
栽培などで使用実績がございます。酸素
濃度を高めることで生物、植物の成育促
進となるデータも出ております。ブース
内ではデータと合わせ実際にでも稼働も
しております。酸素供給を考えておられ
る方、酸素供給に興味がある方、実践して
いるが方法で悩んでいる方、どなたでも
是非ご覧下さい。

ブースNo.

33

〈住所〉〒602-8012 京都府京都市上京区出水通室町東入中出水町401-1
〈TEL〉075-415-7737 〈URL〉https://www.ccs-inc.co.jp/greenpower̲led/

11

SynchroAZ（シンクロアイズ）は、モニターを内蔵したメガネ型のコン
ピューターです。Zoomを連動させた遠隔作業支援システムであり、作業
者の視界を遠隔地で共有可能です。カメラを装着することで経験豊富な
知見者が作業員に簡単に指導することが出来、品質向上や技術継承、農作
業の時間短縮ができます。さらには100名まで同時に会議に参加できま
すので、全国の生産者を相手に有益な事例の発表や害虫などの対処法の
報告会に使うこともできます。
また、操作も至って簡単で、ケーブルを繋げば作業者は何もしなくてもテ
レビ会議に参加することができますので、パソコンの操作に慣れていな
い年配の方でも一切心配ございません。
その他の強みは、現場は両手が自由に使える、一連のやりとりを簡単に録
画可能などがあげられます。また中小企業への導入を考え開発したため、
初期投資0円の月額35,000円のサブスク
リプションモデルでのサービス提供である
点も他社と異なります。リリース以降、数十
台の販売実績があり、現場の生産性の向上
に役立つと好評を得ております。お気軽に
お問合せください。製品動画もyoutubeで
ご覧いただけます。

ブースNo.

住友林業緑化株式会社 農産事業部

〈住所〉〒675-1365 兵庫県小野市広渡町818
〈TEL〉0794-60-7128 〈URL〉http://www.xag.co.jp

〈住所〉〒490-1444 愛知県海部郡飛島村木場2-59
〈TEL〉0567-55-2320 〈URL〉https://www.sumirin-sfl.co.jp/

今回ご紹介する「アルスプラウト」は、(株)ワビットと協業し販売を行っ
ている、低コストで導入が可能なDIY型環境制御システムです。
キットを自分で組み立てるDIY型なので、
低コストなうえ拡張性にも優れ
ています。モニタリングからスタートし、比較的少ない投資で制御へのス
テップアップ、
さらに制御盤を増設し、
より高度な制御にも挑戦できます。
キットで販売を行うため、温湿度、CO2、日射、土壌水分などから必要な
センサのみを選んでモニタリングができます。さらにセンサの追加や交
換も自分で行えるので安心です。また、制御盤もご自分のハウス設備に合
わせて組み立てるので、オーバースペックを防げます。系統数に限りはあ
りますが、換気窓、加温機、カーテン、CO2発生機、灌水装置などさまざま
な機器を接続・制御可能です。
「アルスプラウトクラウド」を利用することで、遠隔でのモニタリングや
仲間とのデータ共有、機器の遠隔操作、設定
変更などが行えます。また、警報機能で温度
異常や機器異常などをLINEやメールでお知
らせしてくれます。
果菜類はもちろん、花き類や果樹など品目を
問わず全国で導入が進んでおります。是非弊
社ブースへ！

XAG JAPANについて XAG JAPAN(旧XAIRCRAFT JAPAN)は、
XAG出資のもと2016年に日本支社として設立。日本における農業の自
動化、スマート農業の推進、IoTを活用し日本の農業産業の成長、発展を目
指しています。XAG JAPANは、総合的なスマート農業ソリューション
を提案、
提供していきます。
主な製品
・農業用散布型UAV
（P20、
P30）
完全自動航行・散布
・農 業 用 無 人 車
（R150）
散布・運搬・粒剤・
草刈りなど様々な
用途での利用が可
能

〇とっても軽く使いやすい!!水稲軽量育苗培土「軽易土」
〇根張り抜群!!スムーズな活着「たね培土」、
「ネギ培土」
〇プロの農家様が認めたロングセラー「土太郎」
住友林業緑化（株）農産事業部は、愛知県内の浄水場で発生する有効資源
「浄水ケーキ」や、高度浄水処理するために使用している「活性炭」を有効
利用して開発した農園芸用の培養土や緑化用の土壌改良資材を製造・販
売しています。
「浄水ケーキ」は、ほとんどが埋立処分やセメント材として処理され、ま
た、
「活性炭」も浄水処理後は同様に処分されます。これらの資源を有効利
用することで廃棄物の削減
とリサイクルを推進し、農
業の振興、環境緑化、資源循
環型社会の構築に貢献して
います。培養土や土壌改良
資材のことで何かお困り事
やご不明な点等ございまし
たら、お気軽にご相談くだ
さい。

株式会社シンクロアイズ

〈住所〉〒508-0001 岐阜県中津川市中津川2975-1 有限会社タケイ電器内
〈TEL〉0573-65-5377 〈URL〉https://5saz.com/

施設園芸が盛んなオランダで開発され、世界中で利用されているPhilips
GreenPower LEDシリーズを中心に「光」で農業に役立つ製品、技術を
ご紹介します。
果菜類の収量増、品質向上に効果のある樹間補光用LEDインターライ
ティングは、トマトの導入事例において冬季の収量40%増の結果が出て
います。農薬等の薬剤に対する耐性も高く、植物体近傍での利用でも安心
してご使用頂けます。
温室上部からの補光用であ
るトップライティングは、
従来光源の高圧ナトリウム
ランプと比較して、50%程
度の省エネにも繋がりま
す。品目毎の導入事例も多
数ご用意しております。
その他にも植物工場用の
LED照明、紫外線LEDを使
用した光殺菌、AIを活用し
た検査の自動化の支援など
もご提案しております。

ブースNo.

三相電機株式会社

〈住所〉〒452-0821 名古屋市西区上小田井2丁目187メゾンドボヌー小田井1F
〈TEL〉052-509-7199 〈URL〉http://www.sanso-elec.co.jp/

シーシーエス株式会社

〈住所〉〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-7-1
〈TEL〉045-945-8806 〈URL〉https://www.sakataseed.co.jp/
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5

〈住所〉〒018-2301 秋田県山本郡三種町志戸橋字大木台125-5
〈TEL〉0185-72-4551 〈URL〉http://satoyamamura.jp

一般社団法人営農型太陽光発電普及協議会は2017年５月、営農型太陽
光発電の啓蒙・普及活動を目的に設立されました。これまで知多市、豊田
市で企業や個人の営農型太陽光発電の建設にあたり、設計や農業委員会
への手続きなどで知見を生かし助言や協力をしてきました。今回は完成
した営農型太陽光発電の紹介と今後の計画について説明します。太陽光
発電設備の下部ではいずれもブルーベリー栽培を行なっており、その状
況についても説明致します。
協議会には様々な企業や個人が参加しています。その中でこの時期に必
要とされる商品を紹介します。株式会社動力が販売している空気強制循
環式紫外線空気清浄機はコロナウイルス対策に開発されました。30畳の
部屋の空気を1時間半で滅菌する能力があります。ボストン大学の実験
でUV-C照射によりあらゆるウイルスを不活性化することが分かりまし
た。アグリクロスで展示します。
Gテクノ株式会社はソーラーパネル付、温
水洗浄暖房便座付、自律式移動型水洗トイ
レ を 製 作 、販 売 及 び レ ン タ ル 中 ！（ ソ ー
ラーパネル付、電源付属）イベント、工事現
場、公園、災害時の避難所など用途は様々。
関心ある方は是非ご検討を！

28

ブースNo.

株式会社里山村

7

タキゲン製造株式会社

〈住所〉〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字安川原8-5
〈TEL〉052-737-7200 〈URL〉https://www.takigen.co.jp/agriba/

タキゲンは東京都品川区に本社をかまえる1910年創業の産業用金物
メーカーです。農業従事者の皆様には馴染みが薄いかと思いますが、全国
に16店舗、海外に4店舗をかまえる会社です。
これまでに培ったノウハウをもとに、作業者の声を聴き、性能・作業ス
ピード（効率）
・コストを重視し、モノづくりを行います。
ぜひタキゲンブースにお立ち寄りいただき、タキゲン製品に触れてくだ
さい。
◆取扱製品◆
栽培資材・接木資材・
作業車（レール）
・栽
培設備部品 ほか

6

ブースNo.

17

ブースNo.

株式会社たけびし

45

〈住所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-8-7ダイアビル名駅5F
〈TEL〉052-856-3721 〈URL〉http://www.takebishi.co.jp/

龍城工業株式会社

〈住所〉〒470-0206 愛知県みよし市莇生町水洗12-1
〈TEL〉0561-32-1511 〈URL〉http://www.tatsuki.co.jp

たけびし は、産業機器システム、半導体・デバイス、社会インフラ、情報
通信という社会のあらゆるシーンにおいてお客様満足、そして喜びと感
動を提供し続ける トータルソリューション技術商社 として、更なる「品
質の向上」と「付加価値の創出」に努めてまいります。人と人、技術と技術
でお客様、取引先様との新たな LINK を創出し続けていきます。今回は
農業向ソリューションとしまして、1.農業向ITセンサーシステム（MIHARAS）と2.環境監視ソリューションご提案の展示を予定しております。1.
農業向ITセンサーシステム（MIHARAS）＝設
置ポイントの田畑環境情報を簡単に見える化
可能●特長：低コストでシステム導入が可能、
長距離通信により広エリア大規模圃場の監視
が可能、設置が容易（圃場での配線は一切不要）
2.環境監視ソリューション＝施設環境をクラ
ウドで監視●特長：野菜工場などの施設を事務
所などから集中監視（気温、湿度、照度、騒音、異
臭etc）、二酸化炭素濃度の参考値から換気不足
を検出可能、ロケーション管理機能（オプショ
ン）によりビーコンを持った作業者の位置を検
出可能。ご来場お待ちしております。

創業以来48年、電気機械器具製造業として、電気機器の製品、部品の製造
を行っております。
約4年前より、新しい分野へ当社の固有技術を生かした新事業展開とし
て、農業分野に進出しました。主な商品、サービスとしましては、次世代農
業の支援製品として、◎育成補光用途に電照用LED ◎潅水洗浄用途に
ナノバブル（UFB）発生装置 ◎栽培環境のモニターと制御用途にIOT統
合環境制御装置の機器装置設計から製造まで、一貫した商品、サービスの
提供を目指して日々邁進しています。
農作物や植物の栽培に関してはまだまだ素人ですが、農作物の生育、成長
には、水、光、栄養分、生育環境といった基本的な要素に着目しておりまし
て、栽培作物や地域の特徴、気候、また生産者の知識経験など、栽培方法に
はそれぞれ特徴があるものと思います。今
よりも少しでもより良い栽培条件を見つけ
出して、常に良い条件での栽培ができれば
良いのにと感じました。そこで少しでもそ
のお手伝いをするための機器を提供させて
いただくことで、生産者の方々の労働生産
性の向上に貢献できるような事業展開を進
めていきたいと考えています。

ブースNo.

ブースNo.

34

千代田電子工業株式会社

12

〈住所〉〒441-1113 愛知県豊橋市東森岡一丁目2-16
〈TEL〉0532-88-4732 〈URL〉https://oishika.net/

〈住所〉〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1Daiwa麻布テラス5F
〈TEL〉080-7792-0116 〈URL〉http://www.tenuto.co.jp

光合成効率促進装置
「コンダクター」
多くのセンサが接続可能で、個別のセンサによって、各種機器（天窓、側
窓、カーテン、加温機、循環扇、ミスト、液肥ポンプ等）を制御できます。更
に、4つのエリアに割り振られたセンサを、エリア毎に記録し、そのセン
サデータに基づいて、
各種機器をエリア毎に制御できます。
またCO2やAir施用制御をしながら、適宜LEDを使用して、照射量を補光
したり、波長設定により栄養生長、生殖生長を促進し、光合成の効率化を
行います。LEDは、各エリア毎に2系統個別に、照度センサや時間制御で、
3パターン/日が独立制御可能です。
それぞれのエリア毎、センサ毎のデータが収集可能で、且つ、それぞれの
設定履歴データやCO2ガス、Airのリ
アルタイム流量、積算流量も収集可能
です。
農業栽培用環境データ監視システム
「スフマート」と組み合わせる事で、ス
マートフォンやタブレット端末で、コ
ンダクターに接続されている全ての環
境測定センサや制御設定値をリアルタ
イムに監視する事が可能です。

千代田電子工業株式会社は、ワイヤーハーネスの設計／製造・販売、ハー
ネス関連部品の販売、及び非破壊測定器の製造・販売を行っている会社で
す。その製品群から、今回のアグリクロスでは、果物や野菜などの作物を
切らずに、糖度・硬度・熟度などが測定できる非破壊糖度計『おいし果』を
紹介します。
今回のアグリクロスでは、メロンや小玉スイカなど、皮の厚い作物にも対
応可能な非破壊糖度計『おいし果』の最上位機種CD-H200、及び赤ナシ
のコルク層を剥ぎ取ることなく、赤ナシのクロロフィル含量と熟度を非
破壊で測定出来るCD-H240の
2機種を展示いたします。
測りたい作物や、使いたい場所
によって、展示機以外にもお客
様のニーズに最適な機器を提
案いたしますので、是非、弊社
ブースにお立ち寄りください。

ブースNo.

29

株式会社テヌート

ブースNo.

株式会社デンソー

32

〈住所〉〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1
〈TEL〉0566-55-9118 〈URL〉https://www.denso.com/jp/ja/

株式会社東海化成

〈住所〉〒501-3714 岐阜県美濃市曽代66
〈TEL〉0575-33-4112 〈URL〉http://www.tokai-kasei.co.jp/

東海化成は1968年の創業以来、
農園芸資材に関する仕事をしております。
全国の様々なお客様に、それぞれのニーズに合った商品をご提供するた
め、
「こんな製品がほしいんだけど…」
「従来の製品だと、この点が不便。解
消する方法はないか？」といったご要望、疑問点にお応えし続けてきまし
た。現時点では、ポリポットをメインに業界トップクラスの約1500種類
の商品を扱っているほか、お客様からのご要望を受けて開発中の製品も
あり、今後も市場のニーズに合わ
せて、様々な商品を展開していく
予定です。
課題となっている「脱プラスチッ
ク」についても、生分解性素材や
バイオマス素材での製品開発を
進めております。
今後もお客様と共に歩み、不可能
を可能にする企業であり続けた
いと思います。
何かお困り事等ございましたら、
お気軽にご相談下さい。

【機器販売からターンキーまでご要望に合わせた施設園芸を】
フェンロー型ハウスや環境制御一体型植物工場などの栽培
施設、環境制御や空調システムなどのハウス内設備、そして
栽培相談や機器の保守メンテナンスなどのサービスといっ
たお客様の施設園芸にとって必要なアイテムを適切な組合
せでご提供いたします。また、各システムの販売はもちろん
のこと、ご要望に合わせ、ターンキーソリューションのご提
供も実施します。
（1）高効率な農場づくりのお手伝い
生産のみならず出荷まで全体の物の
流れを考慮したレイアウト設計や使
いやすい道具、管理ツールのご提案に
より、生産性の高い工程設計で高効率
な農場づくりをお手伝いします。
（2）ニーズに合わせて最適な農場を
施設園芸を始めるためには、ハウスや環境制御装置、冷却システム、灌水
システムといった多岐に渡るアイテムの組合せを検討する必要がありま
す。お客様の栽培にとって適切な組合せをパッケージとしてご提供して
いきます。
（3）もっと農業を優しく、
新しい世界へ
製造工場で培った自動化技術を基に、お客様の農場に合わせた適切な自
動化を提案し、作業者にも働きやすい労働環境づくりのお手伝いをしま
す。

7

ブースNo.

44

ブースNo.

東京ドローンプラス株式会社

38

〈住所〉〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-1-4新なにわ筋中川ビル7階
〈TEL〉06-7220-3901 〈URL〉https://www.tonicon.co.jp/

〈住所〉〒105-0004 東京都都港区新橋2-12-5池伝ビル3F
〈TEL〉03-6450-1416 〈URL〉https://tdplus.jp

農業機械用のアフター製品を数多く扱っており、ゴムクローラをメイン
に海外製タイヤ、オペレータシート、ハンマーナイフ、耕うん爪など消耗
部品を販売している卸商社になります。
全国のディーラー様、農協様、商社様、農機具店様など販路は多岐に渡り、
特にゴムクローラは長年の実績によりディーラー様からもリピートいた
だく程、高品質な製品となっております。
新しい機械に買い替えるまでの期間、純正部品ではなく汎用部品をご購
入いただき、得した金額
にて新しい機械を導入
する資金に回していた
だく事を主眼としてお
り、それによりお客様は
勿論、メーカー様、当社
にとっても農業を継続
し易い環境を提供し、少
しでも離農を防ぎ、日本
の農業にとって微力な
がら貢献させていただ
いております。

東京ドローンプラスは農薬散布用ドローンの開発・販売を軸に農薬散布
請負、農薬散布講習などのサービスを展開しております。全国100ヶ所以
上の農家さんを訪問し、農薬散布に必要不可欠な機能を備えた農薬散布
用ドローン「ヘリオスアグリ」を開発いたしました。低価格で農家さんに
寄り添ったドローンの開発と普及に取り組んでおります。
【ヘリオスアグリ10】
1町（1ha）を約10分で散布するヘリオスアグリ10は主に平地農業地域
の農薬散布に適しています。また、折り畳めるため、軽トラックにも積載
可能。離れた農地への散布もラクに出来ます。
【ヘリオスアグリ5】
5反（50a）を約6分で散布するヘリオスアグリ5は主に中山間地域の農薬
散布に適しています。小軽く俊敏性に長けているため、狭い圃場や木々が
茂る障害物の多い地形などで有効です。
【粒剤散布】
それぞれに粒剤装置を装着することにより、除草剤・肥料などの固形物を
散布することも可能となります。
【講習】
東京ドローンプラスの製品は全て講習込み
のお値段です。初心者の方でも安心して飛行
させることが出来るので、心配入りません。
ブースNo.
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ブースNo.

株式会社 TOWING

15

自動車産業で培った「トヨタ生産方式」で農業の生産性向上・経営基盤強
化に貢献します。
農作業の「作業工程の見える化」と「コストの見える化」に重点を置いたIT
管理ツール『豊作計画』。
改善活動をご自身で進められるよう、農業経営体にトヨタの改善スタッ
フが訪問し、改善の仕組みづくりと人材育成をサポートする『現場改善』
の2サービスを展示いたします。
是非お気軽に弊社ブースまでお越しください。

TOWINGは「世界中の人々をワクワクのスタートラインへ導き、笑顔あ
ふれる未来を創る」という理念のもと、ベランダから月面基地まで高効率
かつ持続可能な 畑 を展開するプロジェクト「宙農」を立ち上げた名大発
ベンチャーです。日本発のバイオテクノロジーを活用して、多孔体×微生
物から生産される超良質土壌「高機能ソイル」を用いた栽培システムの販
売や運用支援を行っています。同システムはビニールハウス等の半閉鎖
環境下でも栽培作物の高速成長、高耐病性、高付加価値化を実現可能で
す。さらに、多孔体に植物炭を利用すると大気中の二酸化炭素濃度を低減
できるカーボンマイナス農業を、また多孔体に月面の土を利用すると月
面基地内での循環型栽培システムを構築できます。'19年に内閣府主催宇
宙ビジネスコンテストS-Boosterや名古屋市発ピッチイベント
NAGOYA BOOST DAYでの受賞
をきっかけに、'20年2月に会社を
立ち上げ、同9月にJAXAやリアル
テ ッ ク H D が 企 画・運 営 す る
SPACE FOODSPHEREに参画、
同12月に最初の資金調達を実施し
ました。'21年3月以降に複数拠点
で他社共同で栽培実証予定です。
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トヨタ自動車株式会社

〈住所〉〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
〈TEL〉0120-59-8039 〈URL〉https://www.toyota.co.jp/housaku/

〈住所〉〒457-0058 名古屋市南区前浜通7-1-2NTラボ
〈TEL〉050-5849-1414 〈URL〉https://towing.co.jp/

ブースNo.

東日興産株式会社

ブースNo.

トヨタネ株式会社

40

奈良炭化工業株式会社

〈住所〉〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕1548
〈TEL〉0747-52-5551 〈URL〉https://www.naratanka.com

〈住所〉〒441-8517 愛知県豊橋市向草間町字北新切12番地1
〈TEL〉0532-45-4137 〈URL〉https://www.toyotane.co.jp/

弊社は炭の総合メーカーとして創業66年を迎えます。創業時より炭の多
用途開発を進め、1971年より研究開発部にて、炭の土壌改良機能に着目
し、各種木炭の性質を生かした製品開発を進めて参りました。
炭は微細な多孔質構造であり、大きな表面積（炭1gで平均約200㎡〜約
400㎡前後）を持つことから吸着性、透水性、保水性、通気性、肥料持ちが
良くなるなど様々な有効作用があります。
炭の灰分には、無機成分やカルシウム・マグネシウムなどのミネラル成分
などがバランスよく含まれており、土壌改良材として最適です。
また炭の持つ多孔質構造が、有益な微生物の増殖を促す場となります。
さらに炭の炭化工程で発生する煙を冷却して得られる木酢液は、土壌の
有用微生物の増殖を促し、農作物や芝の成長を促進します。
弊社ではお客様のご要望にお応えできる様々な土壌改良炭の製造と供給
を行なっております。
土壌改良炭以外にも炭に関連す
る多種多様な製品開発、および
製造を行っておりますので是
非、お気軽にご相談下さい。

地域と共に50余年。トヨタネは種苗、肥料、各種生産資材から農業用ハウ
スまで、最高の商品・サービスを提供することを旨とし、皆様と成長して
参りました。近年、農業分野でもデジタル化による生産性の向上、品質の
安定が求められる中、当社でも、養液栽培システムやハウス内温度、湿度、
CO2濃度などを自動制御する各種制御盤の開発、普及に努めて参りまし
た。更に、自動車部品メーカー大手の株式会社デンソーとの共同開発によ
り、デンソーの空調技術、制御技術とトヨタネの栽培技術を融合させた、
ハウスの統合環境制御システム「プロファームコントローラ」を販売して
おります。
「プロファームコントローラ」の制御は 予測制御 によりハウ
ス内環境の急激な変化を抑え、日本の高温
多湿環境にも対応したきめ細かな制御プロ
グラムを備え、収量増、品質の向上や省力化
を実現しております。今回のアグリクロス
では、我々の重点取組のひとつである、これ
らの養液栽培システムやハウス内環境制御
機器を展示、紹介させて頂きます。トヨタネ
は今後も時代に先駆けた新しい価値を創造
し、農業を愛する人々の明るい未来に貢献
して参ります。

8

ブースNo.
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ブースNo.

日本特殊陶業株式会社

8

〈住所〉〒460-0021 名古屋市中区平和2-8-6
〈TEL〉052-339-5858 〈URL〉http://fujiko-inc.co.jp/

〈住所〉〒485-8510 愛知県小牧市大字岩崎2808
〈TEL〉0568-76-5255 〈URL〉https://www.ngkntk.co.jp/

弊社は創業より40年、各メーカーの照明器具を扱いお客様の要望に合わ
せた照明提案を得意としております。今照明は白熱灯、蛍光灯、水銀灯等
からLEDになり目覚ましい発展を遂げています、特に無線制御技術の発
達により照明手法のバリエーションが増え、日常環境、職場環境に良い影
響を与えています。たとえば人の体内時計に働きかけ、より良い睡眠、効
率の良い働き方に寄与できるという事がわかってきております。同じよ
うに植物、食物の発育にも照明が良い影響を与えられる事がわかってき
ております、前出の無線制御技術により自由な照明設定が可能になり、タ
ブレット一つで一台一台の照明を自在にコントロールする事により必要
な時間、必要な場所に適切な明
るさ、適切な色目の照明を照射
する事ができるようになりまし
た。今回はその中から一部の照
明器具を見ていただき、みなさ
まの事業のヒントとしていただ
けたらと考え出展をさせていた
だきました、何卒宜しくお願い
致します。

セラミックス技術を主力とし、スパークプラグ、自動車用酸素センサでは
世界シェアトップを誇るメーカー。自動車産業を中心に培った技術を新
たな分野へ展開し、
更なる社会貢献を目指します。
【Well-Greening Management Solution】
屋内緑化に特化した植栽管理システムです。自社開発センサにて土壌水
分、温湿度、照度、CO2濃度、風速、照度等を検知、IoTクラウド管理を実現
します。自動潅水機能を備え、植栽及び環境状態に応じ給水を行う事で、
効率的な植栽管理を実現します。植栽管理に関わる人的負担及び費用軽
減に繋げる事で、植物導入の妨げとなっていた植栽維持費抑制を達成し
ます。
【Fresh Chain Management Solution for Food-loss】
農作物の貯蔵・流通時の環境データを可視化するセンサです。フードサプ
ライチェーンにおける食品ロスや品質劣化は社会問題となっており、海
外輸出においては輸送時に約
20%もの食品ロスが発生する事
も有ります。本センサは、実地で
の検知が困難なエチレンガスの
計測及び遠隔でのモニタリング
を可能とします。

ブースNo.
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ブースNo.

株式会社プラネット

1

弊社は、農業・工業・水産分野において、産業用送風機や燃焼機器などの開
発・製造・販売・アフターサービスを手掛けております。
弊社の特長は、
業界のニーズに適応した製品づくりです。
同じような製品で
も、
業界によってニーズは千差万別です。
弊社では
『現地現物』
を重視してお
り、
ユーザー様のニーズに寄り添い、
さらに新たな価値を提案する製品を市
場に投入することで、
ユーザー様より高い満足度を得られています。
農業の分野でも、施設園芸・畜産・茶や果樹といった様々なユーザー様の
ニーズに応える、独自の送
風機・暖房設備・乾燥機を
幅広くラインナップして
おり、とりわけ送風機の分
野では高い市場占有率と
実績をほこります。近年で
は、IoTを利用したスマー
ト化・省力化などのニーズ
にも対応した製品開発を
進めております。現場でお
困りごとがあれば、是非弊
社までご相談ください。

プラネットは、自然環境のなかで共生する「植物のもつ力」から学び、循環
持続型の「植物型企業経営」の考え方をしっかり定着させることで、プラ
ネット事業の独自性と差別化を行っています。植物がしっかり根を張っ
て木（幹）を生長させていくように、プラネット理念のもと、社員教育と働
きがいのある環境づくりを大切にしています。今、未曾有の新型コロ ナ
禍により世界中の多くの国の社会・経済システムが大きなダメージを受
け、私たちのライフスタイルも大きく変容して、職場や家庭などの室内環
境の重要性が益々大きくなっています。本展示商談会では、弊社が現在取
り組んでいるR＆Dの中から、観葉植物のもつ空気浄化と植物由来の芳香
性による放出機能を有する独自のハイドロカルチャー植物を使った新し
い空気浄化装置（特許出願予定）の試作品を展示します。また、より高度な
植物の生育・管理に必須となるDX（デジ
タル・ トランスフォーメーション）化に
向けた安価で管理の容易な植物環境モ
ニタリングシステムを紹介します。本シ
ステムは、弊社の室内緑化された東京営
業所で現在試験中です。昨夏から今冬に
かけて集積した長期測定データの分析
結果も併せて紹介します。
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フルタ電機株式会社

〈住所〉〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通7-9
〈TEL〉052-872-4111 〈URL〉http://www.fulta.co.jp/

〈住所〉〒441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町61-2
〈TEL〉0532-25-8677 〈URL〉http://www.g-planet.com, www.kankyo-ryokka.com

ブースNo.

株式会社フジコー

ブースNo.

ミズノ株式会社

24

三井金属計測機工株式会社

〈住所〉〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-8
〈TEL〉0568-74-7670 〈URL〉http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkit/

〈住所〉〒462-0024 名古屋市北区鳩岡2丁目18番1号
〈TEL〉052-917-4571 〈URL〉http://www.mizuno.jp

ブースNo.

41

ブースNo.

株式会社ミライ菜園

3

〈住所〉〒465-0025 名古屋市名東区上社一丁目206番地の1
〈TEL〉052-760-6522 〈URL〉https://clelear.co.jp

〈住所〉〒453-6111 名古屋市中村区平池町4丁目60番地12号 グローバルゲート11F
〈TEL〉050-5361-1586 〈URL〉https://www.mirai-scien.com

現在も世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス。対コロナ殺菌
の技術開発が進んでおります。
「深紫外線LED」もその一つ。メーカー調べ
では一定時間照射すると、99.9%新型コロナウイルスの不活化に成功し
ております。深紫外線LEDを照射することでたんぱく質に含まれる
DNA・RNAのらせん構造を破壊されウイルスや細菌を不活化する、つま
り増殖を防ぎます。これまでの紫外線殺菌は水銀ランプが使われてきま
したが、水銀の人体や環境への有害性から、いわゆる水俣条約により今後
取扱が制限されます。各分野でとても注目をされている次世代型「深紫外
線LED」光源を使用し、弊社はClelear（クレリア）という除菌装置を開発
致しました。
『用水除菌装置』
・
『空
気除菌装置』
・
『マスク等除菌装
置』の3機種ございます。
『 用水除
菌装置』は、水耕栽培用水、雨水、
井戸水、養殖場水、工業用水、災害
時用水、キャンプ場等での手洗い
水、プール用水など様々な水の殺
菌が可能な装置です。農業の分野
でもとても活躍出来る装置だと
自負しております。

スマホで野菜の写真を撮るだけで病害虫被害を特定する無料AI画像認識
アプリ病害虫診断＆栽培SNS SCIBAIを提供。2020年2月にリリース
し、一年足らずで現在1.3万ダウンロードを突破しました。トマト、きゅう
りを始め8種類の野菜のAI診断が可能です。また栽培専用SNSを備え、AI
診断対象作物に限らず病害虫をはじめとした栽培のお悩み相談や、収穫
野菜の料理などが日々投稿されています。野菜を栽培するすべての人が、
技量を問わず交流し、新しい関係を築くコミュニティを作っていきます。
アプリの病害虫図鑑では豊富な写真と対応農薬のリストが掲載されてお
り、効率的に病害虫の対策を行うことができます。また、AI診断結果が違
うなと感じた時は、SNSコミュニティで質問し、みんなの知恵を借りる
ことができます。さらに、病害虫の診
断結果や日々の投稿は、カレンダー
に記録していくことが可能です（有
料）。昨年どんな病害虫が出たか、ど
んな対策をしたかの備忘録として、
効率的な防除のツールとしてご活用
ください。ダウンロードは無料です
ので、是非お試しください。

ブースNo.
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ブースNo.

株式会社リシパ

39

〈住所〉〒452-0822 名古屋市西区中小田井3丁目99-2
〈TEL〉052-908-9191

9

株式会社ロボテック

〈住所〉〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町9-11
〈TEL〉03-3639-6123 〈URL〉https://www.robotec.tokyo

空の産業革命と言われ、世界中の様々な産業分野で活用が進むドローン。
弊社は名古屋市西区に拠点を置き東海3県を中心に日本全国に農業用(農
薬散布)ドローンの販売及びドローンによる農薬散布の代行を行ってお
ります。
弊社が取り扱うドローンは株式会社石川エナジーリサーチにより開発さ
れた純国産ドローン「アグリフライヤー」です。
業界初、超軽量マグネシウム合金を採用し強度・剛性・対候性を大幅に
アップした「アグリフライヤー」は持ち運びに便利な折りたたみ式、収納
場所をとりません。
1ha当たりの農薬散布時間はわずか10分、しかも流量センサーを採用し
ており農地全体にムラなく農薬を散布することができます。エア抜きも
不要ですぐに散布が可能、しかも液剤は使い切りが可能なため残農薬処
理が不要、経済的で作業時間も短縮できます。
農業用ドローンだけではなく、空撮や点
検、測量などを目的とした産業用ドローン
も販売しております。
農家の方々や工事現場で働くみなさまに
弊社が取り扱うドローンをご活用いただ
ければ幸いです。

制御技術とセンサ技術をベースに新しいアイデアと技術を取り込みなが
ら、お客様のニーズを的確に捉えたユニークかつオリジナリティあふれ
る製品を開発しています。電動バランサ「ムーンリフタ」は10kgから1.5t
までの重量物を両手で直接ワークを持って軽い力でハンドリングできる
助力装置です。人の手の感覚による精密な位置決めや、ワークをキズつけ
ない優しい搬送が行えます。電動ならではの高い安全性と、現場に合わせ
た細かいチューニングが行え、AC100VもしくはAC200Vのみで駆動
するので導入も簡単です。農作物、肥料、土壌、農薬、資材などの移送や運
搬をはじめ、農業機械の組立て・組み付け・はめ合いなどの作業をサポー
トし、作業者の負担軽減、作業
効率の向上、安全性の確保に貢
献します。人手不足や高齢化に
よる省人化・省力化の動きが進
む中、作業者の負担軽減・安全
性の確保は必要不可欠です。誰
でも安全・簡単に作業できるよ
うに現場環境改善を進める業
界の方々に広くご提案してい
きたいと考えています。

MEMO

青果物非破壊検査機器の分野では、果物の糖度を中心とした従来の計測
から、野菜内部の腐り・空洞・褐変の検査などへと対象領域を拡大。形状・
品質にばらつきがある青果物を、過酷な使用条件でも正確に検査できる
機械を開発することで、日本の農業における青果物内部の品質保証に大
きく貢献しています。
最近では小型選別機に透過型内部品質センサを搭載した、青果物の糖度
や内部障害を計測して仕分けを行う装置にも取り組んでおります。オプ
ションでサイズ計測や栽培管理等に利用可能なデータの蓄積も行うこと
が可能で、このような方にお勧めな商
品です。果実に優しい選別を行いた
い。非破壊で内部品質を高精度に測定
したい。大きさ選別も合わせて行いた
い。省スペースで選別を行いたい。短
時間での設置・選別運用を行いたい。
栽培するなら糖度選別して差別化し
たブランド商品を作りたい。卸業者の
方は、生産者より品質に合わせた適正
価格での買い付けをしたい方。

ミズノは、1906年日本で近代スポーツが本格的に受け入れられ始めた
頃に創業しました。ミズノは、より良いスポーツ品を提供することで、ス
ポーツシーンを支えていくことはもちろん、スポーツの価値を活用した
商品やサービスを開発し、日常生活にもその価値を積極的に広めていま
す。創業者・水野利八の『ええもんつくんなはれや』は、創業当時からミズ
ノのモノづくりを根底から支える大切な言葉です。今回のアグリクロス
では農業従事者様に向けて、スポーツ用品で培った機能を活かした商品
を展示致します。
優れた防水・透湿性を備えた高機能レインウエア「ベルグテックEXレイ
ンスーツ」、ファンから衣服内に空気を取り込み、独自のパターン設計で
空気の流れをコントロールさせる真夏の猛暑対策ウエア「エアリージャ
ケット」、フィット感と耐久性が特長の「ワーク
ブーツ」、骨盤をサポートして力仕事やしゃがみ
こみ作業の際などに腰の負担を軽減する「腰部
骨盤ベルト」、腕を上げた際にも袖口からの水の
浸入を軽減する「雨対策リストバンド」等、作業
負担を軽減するアイテムを中心にブースで展示
いたします。是非、商品を手に取ってご体感くだ
さい。
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