
いわてスマート農業祭トリニティ 出展予定者一覧(7月29日現在）
No. 分野 出展者名 出展内容

1 農 株式会社　IT工房Ｚ ビニールハウス向け環境計測サービス「あぐりログ」

2 林･水 石村工業株式会社

長時間燃焼強力薪ストーブ「ゴロン太」・「スーパーゴロン太」、

小型薪ストーブ「クラフトマンC3」、

多目的撹拌装置「しおまる」

3 農 株式会社　ヰセキ東北　岩手支社

ロボットトラクタ、

トラクタ+アマゾーネブロードキャスタ（可変施肥）、

可変施肥田植機、

水（み）まわりくん（水田水管理省力化システム）、

天晴れ（生育状況を可視化するサービス）、

食味研究アピール

4 農 株式会社　イノフィス アシストスーツ(マッスルスーツEdge）　体験可

5 他 岩手県（政策地域部ILC推進室）
ILC-VR体験コーナー、

関連物品展示

6 農 岩手県工業技術センター
研究成果、

取組内容紹介（セル育苗用玉ねぎ播種装置、飼料タンク把握システム）

7 農 岩手県信用農業協同組合連合会 農業資金相談コーナー

8 農 岩手県土地改良事業団体連合会 水土里情報システム(GIS)とタブレット端末での活用

9 農・水
一般社団法人　岩手県ドローン協

会

農業用ドローン、

赤外線カメラ搭載ドローン、

水中ドローン

10 農 岩手県農業研究センター
岩手県農業研究センターにおけるスマート農業の取組紹介、

先端プロ現地実証技術の紹介（岩手仕様の複合制御盤、環境計測装置）

11 農 公立大学法人岩手県立大学 農作業の気象リスクに素早く対応できる農業モデル普及システム

12 農 有限会社岩手スカイテック

ヤマハ産業用無人ヘリコプター FAZER　R（フェザーアール）、

ヤマハ産業用マルチローター YMR-08（ワイエムアール ゼロハチ）、

ヤマハ除草剤散布用無人ボート WATER　STRIDER（ウォーター　ストライダー）

13 農 岩手大学農学部　地域連携推進室

果樹園用自律走行車両の開発(草刈りロボットシステム等）、

ドローンとＡＩを利用した作物生育情報の取得、

ハウス環境モニタリングシステム

14 農 岩手農蚕株式会社

㈱スカイマティクス「葉色解析サービスいろは」

(ドローン画像を利用したリモートセンシング技術）、

TEAD㈱農薬散布ドローン「TA408」

15 林 株式会社　woodinfo

バックパック型3Dレーザシステム、

森林3D地図作成システム、

山林売買マッチングサイト展示及び説明、

山林相続セミナー、

全国森の鑑定団案内

16 農 株式会社　エキサイト クラウド対応ハウス環境制御システム「たもつくん series」

17 農・水
ＮＴＴ東日本　岩手支店

ビジネスイノベーション部

農業ＩｏＴ圃場センシングソリューション、

陸上養殖ＩｏＴサービス

18 農
有限会社MBP　JAPAN内　

全日本空撮サービス
農業用ドローン、防災用ドローン、農業用農薬散布ボート

19 農
エム・エス・ケー農業機械株式会

社

GNSSガイダンス・自動操舵システム搭載　マッセイ・ファーガソン大型トラク

ター

20 農 株式会社　オガワ種苗
エンルート製ドローン、

クロノス製　アイロー
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21 農 農研機構　革新工学センター

高機動畦畔草刈機、

無人トラクタによるロボット作業システム、

自動運転田植機、

ロボットコンバイン、

GNSSつき野菜用二段施肥機、

AIによる大規模施設栽培の効率化、

YouTube動画による開発機紹介

22 農 株式会社　釜石電機製作所 独自の光触媒技術を搭載した畜舎用空気抗菌装置

23 農
クボタアグリサービス株式会社　

農業施設部

ハウス環境モニタリングシステム（プランテクト）、

農業用養生敷板（ジュライトシリーズ）、

ハウス換気扇（空動扇）

24 農 合同会社　グリーンヴィレッジ
トレイルカメラ（監視システム）、

ビィニオン（ハサミ）

25 農 KMT株式会社

農業用ドローン、

鳥獣害対策ドローン、

汎用型ドローン

26 農

ＫＤＤＩ株式会社

ビジネスＩｏＴ推進本部地方創生

支援室

稲作用水田センサー、

稲作用自動水門機、

農業用農薬散布ドローン、

鳥獣害用ネットワークカメラ、

パネル展示、

技術相談コーナー、

動画投影

27 林
晃洋設計測量株式会社　空間地理

情報部

森林管理、

計測全般

28 農 株式会社　コーンズエージー SDFトラクター・GPSブロードキャスター

29 農 株式会社　国際農業社 農村ニュースの案内・配布

30 農・林 国際航業株式会社
空から診る精密農業　クラウド型営農支援サービス「天晴れ」、

森林情報コンサルティングサービス

31 農 株式会社　コハタ
農薬散布用ドローン、

農薬散布用ホバークラフト

32 農 株式会社　コムテック 発情発見システム「牛歩」

33 農 サージミヤワキ株式会社

ＩＣＴを活用した獣害対策　畜産システム「電気さくモニタリングシステム」、

「電圧復旧型電気さくシステム」、

「ＩＣＴを活用した捕獲システム」

34 農 株式会社　サカタのタネ 低コスト環境制御システム「アルスプラウト」

35 農 株式会社　栄組 農薬散布用ボート

36 農
株式会社　ササキコーポレーショ

ン

電動作業機「smamo（スマモ）＋草刈りアタッチなど、

太陽光下や果樹の周りの草刈り作業における軽労化などの提案

37 農 株式会社　佐藤政行種苗 潅水装置、省力・機能性商品

38 林 株式会社　サナース　東北支店

林業関係機械、

林業関係バイオマス装置、

乾式メタン発酵システム、

その他取扱い製品（破砕機等）

39 農 株式会社サンメディックス アシストスーツ　「エアロバック」

40 農 サンポット株式会社 地中熱ヒートポンプ

41 農 三基計装株式会社 温室環境制御装置「Yoshi Max」
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42 農 シーシーエス株式会社

温室補光用LED照明、

育苗用、

植物工場用LED照明、

水殺菌モジュール

43 農
株式会社　ジョイ・ワールド・パ

シフィック

LPWA（SIGFOX）露地・ハウス環境モニタリングシステム、

LPWA（SIGFOX）鳥獣捕獲検知システム「箱罠、くくり罠」

44 農 株式会社　新農林社　業務部 週刊農機新聞、月刊機械化農業(ICT関連）など書籍、雑誌

45 農・水
スカイリンク岩手・株式会社トッ

プクルー

自動飛行農業用ドローン

（液体散布タイプ、粒剤散布タイプ、ドローン専用RTK基地局）、

リモートセンシング関連データ撮影ドローン、

農薬散布ドローン教習施設のご案内

水中ドローン・密漁等の監視用ドローン（赤外線・高倍率ズーム等）

46 農

住友商事東北㈱生活連携事業チー

ム

住友商事㈱

㈱ナイルワークス

㈱インターネットイニシアティブ

㈱農業情報設計社

ナイルワークス　農業用ドローンNile-T-18（自立飛行、生育診断）

インターネットイニシアティブ　水位センサー（LPWA通信技術）

農業情報設計社　AgriBus-NAVI、

　　　　　　　　AgriBus-G+（高精度農機自動操舵システム）

47 農 セイコーエコロジア

空動扇（無電源自動換気扇）、

モーターフォグ（電動噴霧器）、

LED電球、根活（ナノバブル水）

48 農 株式会社　誠和　仙台営業所

統合環境制御システム「プロファインダーNext80」、

環境測定装置「プロファインダーⅣ」、

クラウドサービス「プロファインダークラウド」、CO2発生機「真呼吸」

49 農 積水化学工業株式会社　東北支店

水まわりくん（多機能型(遠隔操作型）自動給水栓）、

エアダスバルブ、

ふかみずくん

50 農 株式会社　SenSprout
潅水制御システム、

水分センサー

51 農 ソフトバンク株式会社 農業AIブレーン「e-kakashi」

52 農 ソリマチ株式会社

ソフトウエア　

農業簿記10(農業会計ソフト）、

フェースファーム生産履歴（JGAP推奨 生産管理クラウド）

53 水 高砂熱学工業株式会社 シャーベットアイス活用事例の紹介（モニター、パネル）

54 農 株式会社　チノー 園芸施設環境観測装置　プラントモニタ

55 農 株式会社　TTK

農業用ドローン、

農業用ハウス自動開閉システム、

計測センサー（温湿度、土壌等）、

監視カメラ、

RTK-GNSS関連機器

56 農 伝農アシスト株式会社

病害予測機能搭載モニタリングサービス「プランテクト」、

bluetoothワイヤレスマイク、

水耕栽培キット　他

57 農 東京ドローンプラス

農業用ドローン、

オプション品、

ドローンスクール
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58 農 農研機構　東北農業研究センター

　宮城県、福島県でのプラウ耕グレーンドリル乾田直播体系におけるGNSSの利用

についての説明パネル・動画、

　秋田県大潟村でのGNSS自動操舵を利用した無落水移植、GNSS汎用利用につい

ての説明パネル・動画、

　低コストGNSSガイダンスシステムのデモ・動画

59 農 株式会社　トプコン 自動操舵システム X25、AGI-4、AES35

60 農 トヨタ自動車株式会社 IT管理ツール「豊作計画」

61 農
DRONE　PEAK

（湊運輸倉庫株式会社　ドローン事業部）
農業用ドローン　NDVI画像解析サービス

62 農 株式会社　ニコン・トリンブル GPSガイダンス自動操舵システム

63 農・林 有限会社　仁科
農林業用ドローン、

空撮用ドローン

64 農 日本ニューホランド株式会社

油圧自動操舵 インテリステアトラクター、

油圧自動操舵 オートパイロットトラクター、

他、電動自動操舵、ナビガイダンス、RTK PLMコネクト

65 農 日本GPSデータサービス株式会社 VRS-RTK-GNSS（GNSS用補正データ配信）のご案内

66 農 株式会社　ネクスグループ ハウス内環境データのモニタリンングおよび環境制御

67 農
株式会社　ノーザンシステムサー

ビス

AIを活用した病害虫診断システム、

AIを活用した効率的危険斜面抽出システム

68 農・林 株式会社　農経新報社
農経しんぽう岩手農機展特集号（新聞）、

スマート農業・林業関連機器のカタログ

69 農 ハイパーアグリ株式会社 水稲用イオン水生成装置

70 農 東日本機電開発株式会社
イチゴ高設栽培システム、

局所加温システム

71 農 日立造船株式会社

自動操舵付き農機ガイダンスシステム、

無人搬送車（AGV）システム、

生産ライン映像記録システム（モニタリング）

72 農 日之出水道機器株式会社

水田用レジンコンクリート製給水栓ボックス、

新型農業用制水弁ボックス（パイプライン対応）、

維持管理状況クラウド管理システム、

新型農業用空気弁ボックス(軽量型）

73 農
株式会社　ピュアライン東北営業

所

搾乳クラスター

（英国最大の農業機器の展示会LAMMAでイノベーション部門金賞を受賞）

74 農 富士通株式会社　岩手支社

食・農クラウドAkisai（秋彩）、

データ連携基盤(Akisaiプラットホーム）、

圃場管理（農業生産）管理システム（農業生産管理ＳａａS）、

GAP指導支援システム（アセスメントガイド運用支援システム）、

畜産関連（牛歩、牛見時）、

施設園芸制御システム（施設園芸SaaS）、

鳥獣害捕獲管理システム（鳥獣害クラウド）

75 農 株式会社　藤原製作所

ビタミンA簡易測定装置「クイックA」、

サイレージ水分計、

フィードサンプラー、

牛の皮下脂肪圧計

76 農 株式会社　プラスプラス
全天候型3D農業空間によるAIロボットシュミレーター、

害獣対策ロボット

77 農 ホシザキ東北株式会社
電解水生成装置、

微酸性電解水生成装置
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78 農
株式会社マイナビ　農業活性事業

部

農業情報総合サイト「マイナビ農業」及びそれに付随するサービス

（農業界専門の合同企業説明会「就農FEST」、

食、農業に関するワークショップ「ノウラボ」、

農業をやりたい人と農場をつなぐアプリ「農mers」）

79 農

真柴商会株式会社

（ドローンスクール岩手金ケ崎

校）

農業用ドローン

80 農 マルモ通信商事株式会社 営農支援ツール　アグリノート紹介

81 農 株式会社　丸山製作所 農業用ドローン

82 農
株式会社　マルショウ紫波

マルチローター事業部

農業用ドローン（東光鉄工社製）+オリジナル運搬ユニット、

防水ドローン（Swellpro社製）

83 農 株式会社　水沢農薬

環境制御モニタリングシステム、

ネポン アグリネット、

渡辺パイプ ウルトラエース、

サンポット ミスト流水ノズル

84 農 株式会社　みちのくクボタ

農業機械（トラクタ、田植機、コンバイン）、

WATARASＵ（水管理システム）、

KSAS（営農支援システム）、

GPSガイダンスモニターなど

85 農 三菱農機販売株式会社 GNSS直進自動操舵装置

86 農 株式会社　やまびこ 自動散布機

87 農
ヤンマーアグリジャパン株式会社　

東北支社

ロボットトラクタ・オートトラクタ、

オート田植機、

ドローン生育診断（リモートセンシング）、

情報コンバイン、

スマートアシスト（圃場管理システム）

88 農 ラピスタセミコンダクタ株式会社 土壌センサー

89 農・水
一般財団法人リモート・センシン

グ技術センター

超小型衛星データ×AI技術によるコメ生育診断サービス、

人工衛星データによる漁業向け情報の提供サービス
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