
1 導入の目的、現状の確認

2 圃場確認
　（ユーティリティとインフラ）

3 システム基本設計と発注

4 アグリスマート初期設定

5 設置工事と運用開始

サポートとメンテナンス
保守窓口

クラウドサービス

かん水系統とかん水装置

導入の手順

露地栽培にも、かん水は必要です

誰でもできるスマート農業

Agri Smart® AI
匠の技の見える化で、 農作業の効率化を実現するかん水制御システム

「アグリスマート AI （Automated Irrigation System)」。

かん水プログラムや営農記録をクラウドで管理し、

圃場に設置したかん水制御システムを無線で操作。

「土壌水分センサーや気象センサーを組み合わせて、

かん水のタイミングも水分量も、 プログラムは全てコンピューターに任せたい」

「自分で決めたプログラムでかん水したい」

ニーズに合わせた最適なかん水管理を行うことができます。

日照りや長雨 ・ ・ ・ 環境変化の激しい露地栽培にこそ、 かん水は必要です。

株式会社アグリスマート www.agrismart.netAgri Smart は株式会社アグリスマートの登録商標です。®

品名 数量 税込価格 （本体価格）

■ハードウエア

ゲートウエイ 1 \98,560 （\89,600）

スマート君 1 \330,000 （\300,000）

簡易気象観測ステーション　※オプション 1 \44,000 （\40,000）

■初期設定費用・ソフトウェア

クラウドサービス初期設定 1 \220,000 （\200,000）

クラウドサービス年間利用料 1 \33,000 （\30,000）

合計 \725,560 （\659,600）
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見積例：スマート君1台、簡易気象観測ステーションを導入

クラウド
システム

ゲートウェイ

スマート君
Wi-Fi

営農記録サービス

アグリスマートAI 導入、作動の流れ
①圃場にゲートウェイ、かん水制御機器、各種センサーを設置して無線で接続。
②PCやスマートフォンなどで営農記録サービス利用に必要な設定を登録。
③プログラムに沿ってかん水システムが作動し、自動でかん水制御。
④かん水プログラムの設定変更、圃場状況の確認など、日々の作業はクラウドで管理。

１２３４５６

ドサトロン DR09GL

作動流量　8.33L/分～150L/分

作動圧力　0.03MPa～0.8MPa(水温40℃以下の時）

圧力損失　0.12MPa

接続口径　1・1/2″オスネジ

注入量　1L/時～180L/時

 

・ AC100V 電源必要

・圃場に 1台必要。

・ 最大 16 台までのスマート君、

かん水君を無線で接続。

・ Wi-Fi または有線ケーブルで

インターネットに接続。

簡易気象観測ステーション

・ 電源不用 ( ソーラーパネル )

・ 圃場に 1台以上配置。

・ 土壌水分センサーで

土壌水分張力を

観測し、 かん水制御。

・ 電磁弁 2系統まで接続。

・ 簡易気象観測ステーションとの

接続で作物の蒸発散量を計算して

不足している水分を補う、

高精度のかん水管理も可能。

日本初！

ソーラーパネル型

かん水制御機器

・ かん水プログラムの設定、 操作。

・ 圃場のモニタリング。

・ 共有も可能なクラウド型。

・ PC、 スマートフォン、 タブレット対応。

・ 独自のアルゴリズムを用いて全自動で

かん水を行う場合にスマート君へ接続。

　　　　　　　　　　　　　　　　※オプション

クラウドサービス年間利用料は接続機器ごとに発生します。

料金設定に関しては中面を参照ください。ゲートウェイ、センサー
ベース、スマート君、
かん水制御装置

• かん水系の設置工事、ゲートウェイ、センサー機器の設置工事。
• かん水系統の導水テスト、通信系の導通テスト。
• 契約者ID、パスワードでクラウドとの接続と導通テスト。
• ダッシュボード、営農記録の初期登録を確認して利用を開始。

• お客様のかん水自動化の目的、現状の課題、ニーズの把握。
• 圃場環境、栽培作物、施肥方法、既存システム（かん水実績、営農管理方法）など
から システム導入後の管理、運用体制を確認。

• 設置される圃場の現地調査と確認作業。
動力系の電源設備を確認
• AC100V、三相200V
通信系のインフラ
• インターネット接続環境。モバイルWi-Fi可
• ゲートウェイの電源
• ゲートウェイにに接続する機器構成と圃場での配置
• 既に無線装置がある場合は920MHzの衝突を回避
 水源の確認（畑地かんがい用水、揚水（井戸水）、上水）
• 取出し位置と能力の確認
• かん水機器の種類（ドリップ、スプリンクラーなどを確認）
• 液肥混入器など施肥・かんがい装置の位置
• 配管の種類と設置状況

• 水源から圃場までのかん水経路、装置の配置、かん水制御装置、電磁弁の配置、
台数の決定。
• かん水制御方法を決め、接続するセンサーを選択。
• 全ての機器の接続系統と台数を確認。
• 必要な敷設および設置資材を決め、工事費の見積もり作成。
• センサー機器の納期（標準60日）を考慮し、設置工事の要員手配を確認し、設置工
　事日程を決定。機器の発注。

• お客様情報に基づいたアグリスマートの初期設定。
• ゲートウェイ、かん水制御装置（スマート君、かん水君）の無線接続、ネットワークID
• かん水制御：圃場の広さ、かん水系の能力、かん水系マップ
• 営農記録：営農要員、農機具、肥料、農薬など資材、QRコード

設置後１年間無償保証。以降有償修理。センサーの中には、耐用年数が1～4
年程度のものが含まれる。センサーの交換は有償。
※ 通信ネットワーク接続の障害が起きた時など、ゲートウェイの電源の再投
入が必要となる場合はお客様で行っていただく場合があります。

1次サポート： サンホープ
2次サポート： 内容により製造元（アグリスマート社）。

サービス時間：0:05から23:59 365日
　　　　　　（定期保守を除く、深夜5分間はシステム自動更新で停止）
計画停止：実施7日前までに、アグリスマート社の電子メールおよびホームページ
　　　　 で通知。OSの更新、セキュリティ対策、バグ改修など非定期で更新。

かん水フィルター：1年保証、以降有償修理
その他の部品、装置：保証期間なし、有償修理
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資材と価格

① ②

③

④

⑤

日本初のソーラーパネル型かん水制御機器

日照りや長雨など、環境変化の激しい露地栽培に最適。

作物に必要な量の水を、 ベストなタイミング

で、 自動で与えられるってことか。

どのくらいの水が欲しいかは

目に見えないからなぁ。

かん水プログラムをクラウドで管理できるアグリスマート AI。
ニーズや圃場の条件に合わせた機器で、思い通りのかん水を！

・ 圃場に 1 台以上配置。

・ 2 系統までの電磁弁を

接続、 自動で操作。

かん水君 + ゲートウェイ

必ず設置するのは

通信機器 ゲートウェイ

かん水君 or 

スマート君を 16 台

まで接続

スマート君 + ゲートウェイ

スマート君 + ゲートウェイ + 簡易気象観測ステーション水量やタイミング （かん水プログラム） は

自分で決めて、 電磁弁 （バルブ） の操

作を自動化。

土壌水分センサー情報でかん水プログラム

を作成、 バルブ操作も自動化。

AC100V

AC100V 2 系統

AC100V

かん水君 + ゲートウェイ +
センサー君 + 土壌水分センサー

かん水君 + ゲートウェイ + センサー君 +
土壌水分センサー +

簡易気象観測ステーション

高精度のかん水プログラムを作成、 バルブ操作もコンピューターにお任せ。

　※電源必要
センサー君　

※電源必要

土壌水分

センサー

土壌の乾き具合

でかん水プログ

ラムを自動作成。

電源不要

ソーラーパネル

風向、 風力、 雨量、 照度、 紫外線を測定。

取得データに基づき、 独自のアルゴリズムを用いて

作物の蒸発散量から不足している水分量を最適な

タイミングで補うプログラムの作成と実行を全自動で行える。

㋝
かん水君と接続し、

土壌水分センサー

情報をゲートウェイに

送信。

必ず設定、 利用できるのは

クラウド型 営農記録サービス

土壌水分センサーを使って、 かん水プログラムの作成とバルブ操作を自動化したい。

土壌水分センサー
※付属品

日射センサー

太陽君※付属品

かん水プログラムを３つのモードから選択
※導入機器によって選べるモードは異なります。

C モード ： クラウドのコンピュータ　アグリスマート AI のアルゴリズムで決定。
（コンピューター）　③、⑤で選択可能

F モード：営農者が定めたかん水計画をクラウドに登録し、 それに基づいて決定。
（ファーマーズ）　①～⑤で選択可能

D モード ： 「C モード」 や 「F モード」 にかかわらず営農者の判断で一時的に
（ダイレクト）　　　　かん水を制御。①～⑤で選択可能

（非常時に人手でかん水装置の開閉を制御することができる 「M モード」 もあります）

・かん水プログラムの設定、操作。

・ 圃場のモニタリング。

・ 共有も可能なクラウド型。

・ PC、 スマートフォン、 タブレット

対応。

か

※電源必要

AC100V

電源不要

ソーラーパネル

電源不要

ソーラーパネル

高精度のかん水プログラムを作成、 バルブ操作もコンピューターにお任せ。

電源不要

ソーラーパネル

②と④、③と⑤が同じ機能を有する

機器の組み合わせとなります。

費用や設置条件が異なりますので

圃場条件に合わせてお選びください。

クラウド型だから、 家に居なが

ら圃場の状態がわかる。

かん水プログラムの設定 ・

変更もパソコンやスマホで

できるってことか。 2 系統

電源不要

ソーラーパネル

2 系統

イチ押し
組合せ！

クラウドサービス初期設定　　

クラウドサービス年間利用料
（課金単位） 

ゲートウェイ

ゲートウェイ用ソーラー電源

ネットワーク中継器

かん水君AC１００V電源型

スマート君
（センサー、電磁弁オールインワン） 
電磁弁25mm

電磁弁50mm

センサー君AC100V電源型

センサー君ソーラー電源型

AS-CS-21 　　 年額：33,000円
(30,000円）

月額：3,300円
  （3,000円）

AS-CS-１１ 　 　　220,000円　　　
　（200,000円）

89,600円
（89,600円）

LUKLA-GA1 

推奨仕様を提示、お客様ご自身でご購入ください。

簡易気象観測ステーション        ※２ SenSu-1502

テンシオメーター

土壌水分センサー

温湿度センサー

日射量センサー

CO2センサー
標準納期60日。受注生産の商品もあるので、納期等は事前に要問合せ。
※１ 口径２０㎜、40㎜も接続可能。要問合せ。　※２ 他社製品の使用も可能。事前に要相談。

LUKLA－RP1 　    137,500円　　　ミニソーラ付。
  （125,000円）

LUKLA-CT1 　    104,5000円       電磁弁2系統接続可、設置に単管パイプ必要。
(95,000円）

AS-SS10

※１ DC1P-
SN/VN-25 
DC1P-
SN/VN-50
LUKLA-SA1

LUKLA-SD1 

下表サービス参照。

AC１００V電源が必須。高所への設置推奨。

圃場情報、営農記録の設定。下表サービス参照。

   330,000円 
 （300,000円）

テンシオメータ1台、太陽君1台、電磁弁2系統、
GPS内蔵、ダイヤル鍵。

   26,136円
  （23,760円）

ソレノイド付き。3線式 DCパルス。

   56,386円 
 （51,260円）

ソレノイド付き。3線式 DCパルス。

  121,000円
  （110,000円）

設置に単管パイプが必要。

   154,000円
   （140,000円）

設置に単管パイプが必要。

項目・装置 品番 税込価格（本体価格） 備考

コンサルティング

（必須）
クラウドサービス
初期設定

最適無線ネットワーク設計、圃場情報、かん水系情報の初期設定など。
（920MHzの無線電波の輻輳を避けるようにチャンネル割り当てる。）

営農記録の圃場情報、農業機材・肥料・農薬・資材情報、QRコード情報の登録。

（必須）
クラウドサービス
月額利用料
導入台数ごとに
料金発生。

かん水制御：ダッシュボード、コンピュータモード、ファーマーズモード
営農記録：営農記録、QRコード記録、閲覧・検索、Excel出力

スマート君、かん水君の台数ごとに利用料が発生します。
センサー君のみ使用の場合、センサー君の台数ごとに利用料が
 発生します。
スマート君（or かん水君）とセンサー君を使用の場合は、スマート
君（or かん水君）の台数ごとに利用料が発生します。。

初期設定項目の変更、構成機器の変更、ダッシュボード操作
の相談など。

データ連携接続

トレーニングコース

44,000円(40,000円）    露地向き、スマート君・センサーベースに接続。
33,000円（30,000円）　露地用、スマート君・センサーベースに接続。

55,000円（50,000円）　露地・ハウス向け、スマート君・センサーベースに接続。
240,900円（219,000円）　 露地・ハウス向け、センサーベースに接続。

9,900円(9,000円)　  露地・ハウス向け、センサーベースに接続。

23,100円(21,000円)　 ハウス向け、スマート君・センサーベースに接続。

220,000円
（200,000円）

別途、圃場環境
評価の出張旅費
が発生。

課金単位ごとに
月額3,300円（3,000円）
1年契約
33,000円（30,000円）/年
2年契約
27,500円（25,000円）/年
3年契約
22,000円（20,000円）/年

圃場データをア
グリスマート社
と共有する「デー
タ利用契約」の
締結が発生。

保守サービス
（オプション）

200,000円（220,000円）
/年から

サービス 概要 標準税込価格（税抜価格） 備考

既に導入済の他のクラウドシステムとのAPIでの連携接続が可能。 別途見積

基本機能概要、ダッシュボードの使い方、営農記録の使い方など。 標準90分コース。5,500円（5,000円）/人

圃場データの統計・分析・診断サービス、アグリスマートの応用
コンサルティング。

110，000円（100,000円）
/件から

ATN101  
WD-3-WET-5Y-H  

LUKLA-SHT

LUKLA-SR1 

CO２ K30 EQC 

圃場に電源があれば

・ 導入費用が安価

・ オプションで性能をカスタマイズ

圃場に電源がなけれが

・ 電源不要のスマート君があります！

・ オプションで性能をカスタマイズ
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インターネットに接続。

簡易気象観測ステーション

・ 電源不用 ( ソーラーパネル )

・ 圃場に 1台以上配置。

・ 土壌水分センサーで

土壌水分張力を

観測し、 かん水制御。

・ 電磁弁 2系統まで接続。

・ 簡易気象観測ステーションとの

接続で作物の蒸発散量を計算して

不足している水分を補う、

高精度のかん水管理も可能。

日本初！

ソーラーパネル型

かん水制御機器

・ かん水プログラムの設定、 操作。

・ 圃場のモニタリング。

・ 共有も可能なクラウド型。

・ PC、 スマートフォン、 タブレット対応。

・ 独自のアルゴリズムを用いて全自動で

かん水を行う場合にスマート君へ接続。

　　　　　　　　　　　　　　　　※オプション

クラウドサービス年間利用料は接続機器ごとに発生します。

料金設定に関しては中面を参照ください。ゲートウェイ、センサー
ベース、スマート君、
かん水制御装置

• かん水系の設置工事、ゲートウェイ、センサー機器の設置工事。
• かん水系統の導水テスト、通信系の導通テスト。
• 契約者ID、パスワードでクラウドとの接続と導通テスト。
• ダッシュボード、営農記録の初期登録を確認して利用を開始。

• お客様のかん水自動化の目的、現状の課題、ニーズの把握。
• 圃場環境、栽培作物、施肥方法、既存システム（かん水実績、営農管理方法）など
から システム導入後の管理、運用体制を確認。

• 設置される圃場の現地調査と確認作業。
動力系の電源設備を確認
• AC100V、三相200V
通信系のインフラ
• インターネット接続環境。モバイルWi-Fi可
• ゲートウェイの電源
• ゲートウェイにに接続する機器構成と圃場での配置
• 既に無線装置がある場合は920MHzの衝突を回避
水源の確認（畑地かんがい用水、揚水（井戸水）、上水）

• 取出し位置と能力の確認
• かん水機器の種類（ドリップ、スプリンクラーなどを確認）
• 液肥混入器など施肥・かんがい装置の位置
• 配管の種類と設置状況

• 水源から圃場までのかん水経路、装置の配置、かん水制御装置、電磁弁の配置、
台数の決定。
• かん水制御方法を決め、接続するセンサーを選択。
• 全ての機器の接続系統と台数を確認。
• 必要な敷設および設置資材を決め、工事費の見積もり作成。
• センサー機器の納期（標準60日）を考慮し、設置工事の要員手配を確認し、設置工

事日程を決定。機器の発注。

• お客様情報に基づいたアグリスマートの初期設定。
• ゲートウェイ、かん水制御装置（スマート君、かん水君）の無線接続、ネットワークID
• かん水制御：圃場の広さ、かん水系の能力、かん水系マップ
• 営農記録：営農要員、農機具、肥料、農薬など資材、QRコード

設置後１年間無償保証。以降有償修理。センサーの中には、耐用年数が1～4
年程度のものが含まれる。センサーの交換は有償。
※ 通信ネットワーク接続の障害が起きた時など、ゲートウェイの電源の再投
入が必要となる場合はお客様で行っていただく場合があります。

1次サポート： サンホープ
2次サポート： 内容により製造元（アグリスマート社）。

サービス時間：0:05から23:59 365日
（定期保守を除く、深夜5分間はシステム自動更新で停止）

計画停止：実施7日前までに、アグリスマート社の電子メールおよびホームページ
　　　　 で通知。OSの更新、セキュリティ対策、バグ改修など非定期で更新。

かん水フィルター：1年保証、以降有償修理
その他の部品、装置：保証期間なし、有償修理

2021.04
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資材と価格

① ②

③

④

⑤

日本初のソーラーパネル型かん水制御機器

日照りや長雨など、環境変化の激しい露地栽培に最適。

作物に必要な量の水を、 ベストなタイミング

で、 自動で与えられるってことか。

どのくらいの水が欲しいかは

目に見えないからなぁ。

かん水プログラムをクラウドで管理できるアグリスマート AI。
ニーズや圃場の条件に合わせた機器で、思い通りのかん水を！

・ 圃場に 1 台以上配置。

・ 2 系統までの電磁弁を

接続、 自動で操作。

かん水君 + ゲートウェイ

必ず設置するのは

通信機器 ゲートウェイ

かん水君 or 

スマート君を 16 台

まで接続

スマート君 + ゲートウェイ

スマート君 + ゲートウェイ + 簡易気象観測ステーション水量やタイミング （かん水プログラム） は

自分で決めて、 電磁弁 （バルブ） の操

作を自動化。

土壌水分センサー情報でかん水プログラム

を作成、 バルブ操作も自動化。

AC100V

AC100V 2 系統

AC100V

かん水君 + ゲートウェイ +
センサー君 + 土壌水分センサー

かん水君 + ゲートウェイ + センサー君 +
土壌水分センサー +

簡易気象観測ステーション

高精度のかん水プログラムを作成、 バルブ操作もコンピューターにお任せ。

　※電源必要
センサー君　

※電源必要

土壌水分

センサー

土壌の乾き具合

でかん水プログ

ラムを自動作成。

電源不要

ソーラーパネル

風向、 風力、 雨量、 照度、 紫外線を測定。

取得データに基づき、 独自のアルゴリズムを用いて

作物の蒸発散量から不足している水分量を最適な

タイミングで補うプログラムの作成と実行を全自動で行える。

㋝
かん水君と接続し、

土壌水分センサー

情報をゲートウェイに

送信。

必ず設定、 利用できるのは

クラウド型 営農記録サービス

土壌水分センサーを使って、 かん水プログラムの作成とバルブ操作を自動化したい。

土壌水分センサー
※付属品

日射センサー

太陽君※付属品

かん水プログラムを３つのモードから選択
※導入機器によって選べるモードは異なります。

C モード ： クラウドのコンピュータ　アグリスマート AI のアルゴリズムで決定。
（コンピューター）　③、⑤で選択可能

F モード：営農者が定めたかん水計画をクラウドに登録し、 それに基づいて決定。
（ファーマーズ）　①～⑤で選択可能

D モード ： 「C モード」 や 「F モード」 にかかわらず営農者の判断で一時的に
（ダイレクト）　　　　かん水を制御。①～⑤で選択可能

（非常時に人手でかん水装置の開閉を制御することができる 「M モード」 もあります）

・かん水プログラムの設定、操作。

・ 圃場のモニタリング。

・ 共有も可能なクラウド型。

・ PC、 スマートフォン、 タブレット

対応。

か

※電源必要

AC100V

電源不要

ソーラーパネル

電源不要

ソーラーパネル

高精度のかん水プログラムを作成、 バルブ操作もコンピューターにお任せ。

電源不要

ソーラーパネル

②と④、③と⑤が同じ機能を有する

機器の組み合わせとなります。

費用や設置条件が異なりますので

圃場条件に合わせてお選びください。

クラウド型だから、 家に居なが

ら圃場の状態がわかる。

かん水プログラムの設定 ・

変更もパソコンやスマホで

できるってことか。 2 系統

電源不要

ソーラーパネル

2 系統

イチ押し
組合せ！

クラウドサービス初期設定　　

クラウドサービス年間利用料
（課金単位） 

ゲートウェイ

ゲートウェイ用ソーラー電源

ネットワーク中継器

かん水君AC１００V電源型

スマート君
（センサー、電磁弁オールインワン） 
電磁弁25mm

電磁弁50mm

センサー君AC100V電源型

センサー君ソーラー電源型

AS-CS-21 　　 年額：33,000円
(30,000円）

月額：3,300円
  （3,000円）

AS-CS-１１ 　 　　220,000円　　　
　（200,000円）

89,600円
（89,600円）

LUKLA-GA1 

推奨仕様を提示、お客様ご自身でご購入ください。

簡易気象観測ステーション        ※２ SenSu-1502

テンシオメーター

土壌水分センサー

温湿度センサー

日射量センサー

CO2センサー
標準納期60日。受注生産の商品もあるので、納期等は事前に要問合せ。
※１ 口径２０㎜、40㎜も接続可能。要問合せ。　※２ 他社製品の使用も可能。事前に要相談。

LUKLA－RP1 　    137,500円　　　ミニソーラ付。
  （125,000円）

LUKLA-CT1 　    104,5000円       電磁弁2系統接続可、設置に単管パイプ必要。
(95,000円）

AS-SS10

※１ DC1P-
SN/VN-25 
DC1P-
SN/VN-50
LUKLA-SA1

LUKLA-SD1 

下表サービス参照。

AC１００V電源が必須。高所への設置推奨。

圃場情報、営農記録の設定。下表サービス参照。

   330,000円 
 （300,000円）

テンシオメータ1台、太陽君1台、電磁弁2系統、
GPS内蔵、ダイヤル鍵。

   26,136円
  （23,760円）

ソレノイド付き。3線式 DCパルス。

   56,386円 
 （51,260円）

ソレノイド付き。3線式 DCパルス。

  121,000円
  （110,000円）

設置に単管パイプが必要。

   154,000円
   （140,000円）

設置に単管パイプが必要。

項目・装置 品番 税込価格（本体価格） 備考

コンサルティング

（必須）
クラウドサービス
初期設定

最適無線ネットワーク設計、圃場情報、かん水系情報の初期設定など。
（920MHzの無線電波の輻輳を避けるようにチャンネル割り当てる。）

営農記録の圃場情報、農業機材・肥料・農薬・資材情報、QRコード情報の登録。

（必須）
クラウドサービス
月額利用料
導入台数ごとに
料金発生。

かん水制御：ダッシュボード、コンピュータモード、ファーマーズモード
営農記録：営農記録、QRコード記録、閲覧・検索、Excel出力

スマート君、かん水君の台数ごとに利用料が発生します。
センサー君のみ使用の場合、センサー君の台数ごとに利用料が
 発生します。
スマート君（or かん水君）とセンサー君を使用の場合は、スマート
君（or かん水君）の台数ごとに利用料が発生します。。

初期設定項目の変更、構成機器の変更、ダッシュボード操作
の相談など。

データ連携接続

トレーニングコース

44,000円(40,000円）    露地向き、スマート君・センサーベースに接続。
33,000円（30,000円）　露地用、スマート君・センサーベースに接続。

55,000円（50,000円）　露地・ハウス向け、スマート君・センサーベースに接続。
240,900円（219,000円）　 露地・ハウス向け、センサーベースに接続。

9,900円(9,000円)　  露地・ハウス向け、センサーベースに接続。

23,100円(21,000円)　 ハウス向け、スマート君・センサーベースに接続。

220,000円
（200,000円）

別途、圃場環境
評価の出張旅費
が発生。

課金単位ごとに
月額3,300円（3,000円）
1年契約
33,000円（30,000円）/年
2年契約
27,500円（25,000円）/年
3年契約
22,000円（20,000円）/年

圃場データをア
グリスマート社
と共有する「デー
タ利用契約」の
締結が発生。

保守サービス
（オプション）

200,000円（220,000円）
/年から

サービス 概要 標準税込価格（税抜価格） 備考

既に導入済の他のクラウドシステムとのAPIでの連携接続が可能。 別途見積

基本機能概要、ダッシュボードの使い方、営農記録の使い方など。 標準90分コース。5,500円（5,000円）/人

圃場データの統計・分析・診断サービス、アグリスマートの応用
コンサルティング。

110，000円（100,000円）
/件から

ATN101  
WD-3-WET-5Y-H  

LUKLA-SHT

LUKLA-SR1 

CO２ K30 EQC 

圃場に電源があれば

・ 導入費用が安価

・ オプションで性能をカスタマイズ

圃場に電源がなけれが

・ 電源不要のスマート君があります！

・ オプションで性能をカスタマイズ



1 導入の目的、現状の確認

2 圃場確認
（ユーティリティとインフラ）

3 システム基本設計と発注

4 アグリスマート初期設定

5 設置工事と運用開始

サポートとメンテナンス
保守窓口

クラウドサービス

かん水系統とかん水装置

導入の手順

露地栽培にも、かん水は必要です

誰でもできるスマート農業

Agri Smart® AI
匠の技の見える化で、 農作業の効率化を実現するかん水制御システム

「アグリスマート AI （Automated Irrigation System)」。

かん水プログラムや営農記録をクラウドで管理し、

圃場に設置したかん水制御システムを無線で操作。

「土壌水分センサーや気象センサーを組み合わせて、

かん水のタイミングも水分量も、 プログラムは全てコンピューターに任せたい」

「自分で決めたプログラムでかん水したい」

ニーズに合わせた最適なかん水管理を行うことができます。

日照りや長雨 ・ ・ ・ 環境変化の激しい露地栽培にこそ、 かん水は必要です。

株式会社アグリスマート www.agrismart.netAgri Smart は株式会社アグリスマートの登録商標です。®

品名 数量 税込価格 （本体価格）

■ハードウエア

ゲートウエイ 1 \98,560 （\89,600）

スマート君 1 \330,000 （\300,000）

簡易気象観測ステーション　※オプション 1 \44,000 （\40,000）

■初期設定費用・ソフトウェア

クラウドサービス初期設定 1 \220,000 （\200,000）

クラウドサービス年間利用料 1 \33,000 （\30,000）

合計 \725,560 （\659,600）

4

見積例：スマート君1台、簡易気象観測ステーションを導入

クラウド
システム

ゲートウェイ

スマート君
Wi-Fi

営農記録サービス

アグリスマートAI 導入、作動の流れ
①圃場にゲートウェイ、かん水制御機器、各種センサーを設置して無線で接続。
②PCやスマートフォンなどで営農記録サービス利用に必要な設定を登録。
③プログラムに沿ってかん水システムが作動し、自動でかん水制御。
④かん水プログラムの設定変更、圃場状況の確認など、日々の作業はクラウドで管理。

１２３４５６

ドサトロン DR09GL

作動流量　8.33L/分～150L/分

作動圧力　0.03MPa～0.8MPa(水温40℃以下の時）

圧力損失　0.12MPa

接続口径　1・1/2″オスネジ

注入量　1L/時～180L/時

・ AC100V 電源必要

・圃場に 1台必要。

・ 最大 16 台までのスマート君、

かん水君を無線で接続。

・ Wi-Fi または有線ケーブルで

インターネットに接続。

簡易気象観測ステーション

・ 電源不用 ( ソーラーパネル )

・ 圃場に 1台以上配置。

・ 土壌水分センサーで

土壌水分張力を

観測し、 かん水制御。

・ 電磁弁 2系統まで接続。

・ 簡易気象観測ステーションとの

接続で作物の蒸発散量を計算して

不足している水分を補う、

高精度のかん水管理も可能。

日本初！

ソーラーパネル型

かん水制御機器

・ かん水プログラムの設定、 操作。

・ 圃場のモニタリング。

・ 共有も可能なクラウド型。

・ PC、 スマートフォン、 タブレット対応。

・ 独自のアルゴリズムを用いて全自動で

かん水を行う場合にスマート君へ接続。

※オプション

クラウドサービス年間利用料は接続機器ごとに発生します。

料金設定に関しては中面を参照ください。ゲートウェイ、センサー
ベース、スマート君、
かん水制御装置

• かん水系の設置工事、ゲートウェイ、センサー機器の設置工事。
• かん水系統の導水テスト、通信系の導通テスト。
• 契約者ID、パスワードでクラウドとの接続と導通テスト。
• ダッシュボード、営農記録の初期登録を確認して利用を開始。

• お客様のかん水自動化の目的、現状の課題、ニーズの把握。
• 圃場環境、栽培作物、施肥方法、既存システム（かん水実績、営農管理方法）など
から システム導入後の管理、運用体制を確認。

• 設置される圃場の現地調査と確認作業。
動力系の電源設備を確認
• AC100V、三相200V
通信系のインフラ
• インターネット接続環境。モバイルWi-Fi可
• ゲートウェイの電源
• ゲートウェイにに接続する機器構成と圃場での配置
• 既に無線装置がある場合は920MHzの衝突を回避
水源の確認（畑地かんがい用水、揚水（井戸水）、上水）
• 取出し位置と能力の確認
• かん水機器の種類（ドリップ、スプリンクラーなどを確認）
• 液肥混入器など施肥・かんがい装置の位置
• 配管の種類と設置状況

• 水源から圃場までのかん水経路、装置の配置、かん水制御装置、電磁弁の配置、
台数の決定。
• かん水制御方法を決め、接続するセンサーを選択。
• 全ての機器の接続系統と台数を確認。
• 必要な敷設および設置資材を決め、工事費の見積もり作成。
• センサー機器の納期（標準60日）を考慮し、設置工事の要員手配を確認し、設置工
　事日程を決定。機器の発注。

• お客様情報に基づいたアグリスマートの初期設定。
• ゲートウェイ、かん水制御装置（スマート君、かん水君）の無線接続、ネットワークID
• かん水制御：圃場の広さ、かん水系の能力、かん水系マップ
• 営農記録：営農要員、農機具、肥料、農薬など資材、QRコード

設置後１年間無償保証。以降有償修理。センサーの中には、耐用年数が1～4
年程度のものが含まれる。センサーの交換は有償。
※ 通信ネットワーク接続の障害が起きた時など、ゲートウェイの電源の再投
入が必要となる場合はお客様で行っていただく場合があります。

1次サポート： サンホープ
2次サポート： 内容により製造元（アグリスマート社）。

サービス時間：0:05から23:59 365日
（定期保守を除く、深夜5分間はシステム自動更新で停止）

計画停止：実施7日前までに、アグリスマート社の電子メールおよびホームページ
で通知。OSの更新、セキュリティ対策、バグ改修など非定期で更新。

かん水フィルター：1年保証、以降有償修理
その他の部品、装置：保証期間なし、有償修理
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