
 

 

 

 

展 示 
 ●スマート農業機械

●アシストスーツ、環境モニタリングシステム

●ICT 鳥獣害対策 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 企
業・団
体は裏
面をご
覧くだ
さい 

 
 

実 演 
 ●スマート農機実演コーナー 

京都府において、農林水産業の経営向上や集落機能の維持を目的に、 

ICT やロボットなどを活用したスマート技術を生産者の方に紹介する展示相談会を 

開催します。機器・システムの実演や経営相談も実施いたしますので、ぜひ参加ください。 

最先端技術にふれて農林水産業の新たな可能性を探ってください！ 
 

＜15 日(金)＞14:15～15:45 

＜16 日(土)＞10:10～12:00 

14:20～ 
 ●事例紹介・研究報告・講演 

＜15 日(金)＞13:40～14:10（宮林ホール） 
「中山間地域の稲作を守り支える集落営農
組織におけるスマート技術の実証」 
農事組合法人ほづ 
「万願寺とうがらし栽培へのスマート技術導
入による増収・省力化」 

 

＜16 日(土)＞13:00～14:20（講堂） 
「スマート農業とロボット農機」 
京都大学農学研究科教授 飯田 訓久氏 

「自動野菜収穫ロボットについて」 
inaho（いなほ）株式会社  天野  卓 氏 

●農業経営相談（随時） 
    

事例紹介 

基調講演 

技術紹介 

 

会場 
京都府農林水産技術センター農林センター 

亀岡市余部町和久成９ 

【電車・バスをご利用の場合】 
JR 嵯峨野線「亀岡駅」下車、亀岡駅前から京阪交通バス 

（国道線または亀岡コミュニティバス、西回りコース）に乗車、 
約 15 分。いずれも「JA 京都本店前」下車、徒歩２分 

【シャトルバスをご利用の場合】 
ＪＲ亀岡駅より 30 分毎運行（亀岡駅-農林センター間） 
 ※16 日（土）は京都府南丹広域振興局を経由します 

【自動車利用の場合】 
京都縦貫自動車道亀岡 IC から車で５分 
16 日（土）は京都府南丹広域振興局の駐車場も利用可能です 

※駐車場は混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください 

９ 

加塚 

余部 

JA 京都 

ガレリア亀岡 亀岡市役所 

農林センター 

至園部 

至京都 

JA京都本店前 

南丹広域振興局

（16 日のみ） 

N 

 京都府 農林水産部流通・ブランド戦略課 
TEL ０７５－４１４－４９６８ 

 
TEL ０７５－４１７－６８８８ 
近畿農政局 生産技術環境課 
TEL ０７５－４１４－９７２２ 

主  催/ 京都府、一般社団法人 京都府農業会議、 
近畿農政局 

共  催/ 公益財団法人 京都産業 21  
協  賛/ 全国農業協同組合連合会京都府本部 
特別協力/ 京都先端科学大学 

 

～スマート技術マッチングイベント～

講演の事前申込み可能です（※裏面参照） 

11/15  

16  
13:30～16:00 

10:00～15:30 

Ｐ 

亀岡警察署 

雑水川橋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 企業・団体名（50 音順） 展示・実演技術  No 企業・団体名（50 音順） 展示・実演技術 

１  (株)アイエスイー 
鳥獣害対策 おりワナの遠隔監視 

「ロボット丸見えホカクン」ほか 

 27 積水化学工業(株) 
水田水管理省力化 

システム「水まわりくん」 

２ 有光工業(株) 
走行式ロボット防除機「レール式 

オートランナー」ほか 

 
28 (株)SenSprout 

「SenSproutPro 灌水制

御システム」など 

３ イナバ(株) 
農家と作った農産物の販売管理お助

けサービス「アグリハンズ」 

 
29 (株)誠和 

環境測定器｢プロファインダー｣、低

温 CO2 施与システム｢真呼吸｣など 

４ イノチオアグリ(株) 
複合環境制御「 isii（イージ

ー）」、「エアロビート」 

 
30 全国農業協同組合連合会京都府本部 地図情報システム「Z-GIS」 

５ (株)イノフィス 
電源不要のアシストスーツ 

「マッスルスーツ Every」 

 
31 ソリマチ(株) 

クラウド型生産履歴記帳 

「フェースファーム生産履歴」ほか 

６ ウイングアーク 1st（株） 
「MotionBoard」を用いた 

ビニールハウス内の状況監視 

 
32 (株)大仙 

半閉鎖型ハウス「プロファー

ム T キューブ」など 

７ 宇治茶ブランド拡大協議会 
茶園内気象観測装置と 

気象閲覧システム 

 
33 凸版印刷(株) 

LPWA(ZETA)を活用した IoT 

データ通信技術を紹介 

８ エア・ウォーター・バイオデザイン(株) 簡易で迅速な土壌分析装置 
 

34 (株)トプコン 農機自動操舵システム 

９ (株)NTT データ 
営農支援プラットフォーム

「あい作」 

 
35 (株)NTT ドコモ 

1次産業分野における 

ＩＣＴ技術活用サービス 

10 (株)NP システム開発 
環境モニタリングシステム

「web-Watcher」ほか 

 
36 日本電気(株) 

NEC 樹冠３D 化サービス、NEC 営

農指導支援システムほか 

11 亀岡電子(株) 
セルラー通信を活用した水田

の水位通知センサ 

 
37 (株)ニッポー 

統合環境制御「ハウスナビアドバンス」

「アイファームクラウド」 

12 京都コンピューターシステム事業協同組合 
就労管理、IoT 活用等 

（よろず相談） 

 
38 日産スチール工業 (株) 

野菜・果物・生花の長期保存が 

可能な鮮度保持フィルム 

13 クボタアグリサービス(株) 
直進アシスト機能付き 

トラクタ、コンバインほか 

 
39 (株)NEO AGRI 

ハウス栽培の遠隔監視、自動化 

システム「アグリモート」 

14 クオリカ(株) 
ヘルメット型 IoT , 特殊車両

用 IoT クラウドのご紹介 

 
40 阪神素地(株) 

農業用履き物（農林女子協

同開発品もあり） 

15 (株)ケービーエル 
建設機械・農業機械用 

アタッチメント 

 
41 パワーアシストインターナショナル(株) パワーアシストスーツ 

16 KMT(株)  
農 地 解 析 用 ド ロ ー ン

「BluegrassFields」ほか 

 
42 (株)日立製作所 鳥獣害対策支援サービス 

17 国際航業(株) 
営農支援サービス 

「天晴れ」ほか 

 
43  (株)地域環境計画・(株)フォレストシー 

野生動物捕獲用ワナ遠隔監視装置

「オリワナシステム」ほか 

18 (株)コスモネット 
マイクロナノバブル 

発生装置 

 
44 (株)Fujitaka 

DJI 社農業用ドローン、 

ドローンを使用した鳥獣害対策 

19 三陽機器(株) リモコン式自走草刈り機 
 

45 (株)ぶらんこ 
栽培環境の遠隔監視「水田 farmo」

「ハウス farmo」ほか 

20 (株)ササキコーポレーション 
電動リモコン作業機 

（草刈り機）「スマモ」 

 
46 ベルグアース(株) 

Bosch 社のハウス内モニタリング

装置「Plantect」 

21 (株)シーエフロボタス 
パワードウェア「新型アシス

トスーツ Model Y」 

 
47 マクセル(株) 

作物生育支援システム 

「ライススキャン」 

22 (株)シムックス 
おりワナの自動通報装置 

「楽してみまわり隊」ほか 

 
48 養父市アムナックスマート農業実証コンソーシアム 

無 線 遠 隔 草 刈 り 機

「Spider」など 

23 (株)CTIA 
生産～流通に関する情報を組織間で 

安全に共有するシステム「TaaS」 

 
49 やまびこジャパン（株） 

56V のハイパワー機器 

（刈払機、チェンソーなど） 

24 (株)GENECH DATA SOLUTIONS・新光商事（株） 
IoT センサを活用した鳥獣害ワナの

見える化システム 

 
50 UNIXIA（ユニシア） 

農薬散布ドローン、地上型

農薬散布機 など 

25 SkyLink Japan 
薬剤散布用ドローン/精密

農業用ドローン ほか 

 
51 ユアサ商事(株) 

㈱三和製無線型土壌水分センサ、 

ダイニチ工業㈱製光合成促進機 

26 スマイルドローン 
マゼックス農業用ドローン飛助

MG・DX 運搬用ドローン延助Ⅲ 

 
52 ラピスセミコンダクタ(株) 

IoT によるリアルタイムモニタ

リング土壌センサ 

 

出展企業・団体 

※上記は 2019.10.１現在の出展予定企業・団体です。 

 

※会場準備のため事前申込を

お願いします。特に団体でのご

来場等席の確保が必要な方は

ご協力願います。 

別途当日受付もいたします。 

代表者氏名 11/15(金) 11/16(土) 

 (   )名 (   )名 

 

ファクスまたは下記の

QR コードからお申込く

ださい。（11 月７日締切） 

講演申込 

（一般社団法人）京都府農業会議 農業ビジネス課      FAX 075-417-6870 



 


