京都スマート農業祭
11/13
2020
入場無料

展

14

13:00～16:00

10:30～15:30

示

●スマート農林水産業用機械等
●施設園芸用環境制御システム
●鳥獣害対策システム
●畜産業分野等のクラウドサービス

実 演・体 験
●スマート農林水産業用機械・
システムの実演・体験

講演会
技術紹介・相談
講演❶
10：30～11：00

「京都府内のスマート技術での
見える化の取組について」
農林水産技術センター農林センター園芸部
技師 日浦 雄 氏

「AI 収穫ロボットの開発と
今後の可能性」
AGRIST 株式会社
京都府農林水産技術センター農林センター(京都府亀岡市)
取締役 高橋 慶彦 氏
講演❷

11：00～12：00

会場／

●農業経営相談（随時）

N
至園部

９

【電車・バスをご利用の場合】
余部

JR 嵯峨野線「亀岡駅」下車、亀岡駅前から
京阪京都交通バス（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

JA 京都本店前

農林センター

【シャトルバスをご利用の場合】
JA 京都
ガレリア亀岡

ＪＲ亀岡駅より運行予定
（亀岡駅-農林センター間）

亀岡市役所

加塚

【自動車利用の場合】

亀岡警察署
至京都

京都縦貫自動車道亀岡 IC から車で５分
※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

お問い合わせ/ 京都府 農林水産部流通・ブランド戦略課
(一社) 京都府農業会議 担い手創生部農業ビジネス課

TEL ０７５－４１４－４９６８
TEL ０７５－４１７－６８８８

主催/ 京都府、 一般社団法人 京都府農業会議、 農林水産省近畿農政局

後援/ IT コンソーシアム京都

ご来場の際にはマスク着用の上、
会場内での新型コロナウイルス感
染症対策にご協力ください。
また、スマートフォンアプリ「ここ
とろ」をインストールし、京都府新
型コロナウイルス緊急連絡サービ
スをぜひご利用ください。
詳しくは
こちらから→

京都スマート農業祭 2020
企業・団体名（50 音順）

No

出展企業・団体

企業・団体名（50 音順）

展示・実演技術

No

展示・実演技術

22

デザミス(株)

＜畜産＞

U-motion（牛の行動モ
ニタリングシステム）

１

ITbook テクノロジー(株)

施設園芸向け次世代型統合環境制御機「温
調みつばち」、農業向け環境センシング「み
まわり伝書鳩」

２

(株)AmaterZ

tukumo F（環境モニタ
リングシステム）

23

(株)ドコモ CS 関西＜畜産を含む＞

ドコモの 1 次産業技術
（牛温恵ほか）

３

(株)イーエムアイ・ラボ

農業用無人ロボット

24

凸版印刷(株)

LPWA（ZETA）を活用したスマート
農業、獣害・林業従事者対策／抗
菌・抗ウイルス包材

４

(株)インターネットイニシアティブ

無線通信対応水田センサ
ー

25

(株)DroneWorkSystem

農業用兼林業用ドローン

５

(株)HS2

LED 光式捕虫器

26

(株)DONKEY

小型多機能型ロボット
『DONKEY』の紹介

６

XAG JAPAN(株)

農 業 用 無 人 車 R150 ・
散布用ドローン P30

27

日本通信エレクトロニック（株）

鳥獣害防止システム

７

(株)NTT アグリテクノロジー

一 次産業 分野にお ける
IoT の利活用

28

ネポン(株)

ＩＣＴを活用したハウスの見
える化と環境制御について

８

(株)笑農和

スマート水田サービス
「paditch」

29

(株)パーシテック

遠隔作業支援システムの紹
介（スマートグラス・遠隔作
業ツールの紹介）

９

京都コンピューターシステム
事業協同組合

作業実績・環境管理のデモ、
IoT 活 用 ・ ホ ー ム ペ ー ジ ・
SNS のよろず相談

30

パナソニック
環境エンジニアリング(株) ＜畜産＞

次世代閉鎖型牛舎

10

クボタアグリサービス(株)

クボタスマート農機

31

(株)huntech

罠監視センサー「スマートトラップ」/捕獲・
加工情報プラットフォーム「ジビエクラウド」

11

(株)ササキコーポレーション

電動リモコン作業機スマ
モ（畦草刈アタッチ）

32

(株)ファームノート

＜畜産＞

Farmnote Color （ 牛
用センサーデバイス）

12

山陽種苗(株)

農 業 用 ド ロ ー ン
（YMR08,YMR08AP）

33

福伸電機(株)

＜水産＞

給餌管理システム『Smart
Feeding System』

13

シーシーエス(株)

植物育成用 LED 照明

34

(株)Fujitaka

農業分野でのドローン活
用

14

(株)スカイシーカー

ICT 技術を活用した野
生鳥獣調査

35

富士通(株)

アグリマルチセンシング
SaaS 鳥獣害対策クラウド

15

SkyLink Japan

ドローンを用いた精密ス
マート農業

36

(株)ぶらんこ

スマート水管理システム・ハ
ウス環境モニタリングシステ
ム

16

スマイルドローン

京都ドローンスクール・飛助
MG（農業）・森飛（林業）・延助
Ⅲ（延線架線）

37

マリモ電子工業(株)

ワイヤレス高精細画像通信
による鳥獣害防止 AI システ
ム

17

(株)誠和

プロファインダークラウド、
真呼吸、プロファインダー
Next80

近畿農政局

スマート農業技術の加速
化に向けて

18

(株)セラク

ファームクラウド/
みどりクラウド

京都先端科学大学・
バイオ環境学部

生命・環境・食農の先端
的な取り組みの紹介

19

JA 全農京都

JA 全農 営農管理シス
テム Z-GIS

農林水産技術センター
農林センター茶業研究所

新型てん茶機

20

(株)たけびし

農業向け IT センサシス
テム(MIHARAS)

農林水産技術センター企画室

京都府におけるスマート
農林水産技術の研究・実証

21

ディーピーティー(株)

ビニールハウス内環境制
御システム「e-minori」

（一社）京都府農業会議

農業経営相談
スマート農業よろず相談

締切
11/11 (水)
16 時まで

＜畜産を含む＞

11 月 14 日（土）講演申込 （QR コードまたは FAX から）
ライブ配信を申し込まれる方は必ず QR コードからお申し込みください。※誠に勝手ながら当日受付はいたしませんのでご了承ください。

(一社)京都府農業会議 農業ビジネス課
代表者氏名

電話番号

FAX ０７５－４１７－６８７０
講演❶10：30～11：00

（

講演❷11：00～12：00

）名 （

）名

