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株式会社Agrihub カテゴリー 農業

農家が作った農家のためのアプリ

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2020年1月22日

伊藤彰一

東京都調布市仙川町３丁目11番８

--

https://www.agrihub-solution.com/

農作業に必要な農薬情報の検索機
能、農薬の散布管理機能、日誌、
売上管理機能などを搭載したアプ
リ「Agrihub（アグリハブ）」の
開発、提供。

事業詳細

元エンジニアの農家が設立し、農作業中に感じた現場の課題を解決すべく、農 家や農産物取扱事業者向けアプリケーシ
ョンの開発を行っている企業。個人農家向けアプリアグリハブ（AGRIHUB）は、スマートフォンとPCで利用でき、快適
な操作性とわかりやすい画面構成がユーザーから高評価を得ています。リリースから僅か3年で16,000人を超えるユーザー
が利用し、農家の作業効率の向上に貢献。なかでも、アグリハブの農薬検索 や散布管理機能は、これまでにない機能と操
作性を実現したことで、生産者のみならずJA職員も多数利用しています。株式会社Agrihubは、JAアクセラレーター第二期
において優秀賞を受賞しています

最終更新日時：2021/8/11

https://www.agrihub-solution.com/
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株式会社アグリメディア カテゴリー 農業

最終更新日時：2021/8/11

農業に意欲的な若い人材と、担い手不足に悩む農家をつなぐ日本最大級の農業専門
求人サービス。

設立年月日

代表者

住 所

資本金

URL

事業内容

2011年4月1日

諸藤貴志

東京都目黒区青葉台四丁目7番7号
住友不動産青葉台ヒルズ9階

8億3,227万円（準備金含む）

https://agrimedia.jp/

農業領域にて、農地活用事業や流
通事業・経営支援事業などを展開。

事業詳細

私たちは、農業界のバリューチェーン全体を俯瞰し、各フェーズが抱える課題を解決するために多角的な事業展開をしています。
またこれからも、新しい事業を創出し、それらを農業界全体により大きなインパクトを与える事業へと成長させ、日本の農業の発

展に貢献していきたいと考えています。

〇農地活用事業：都市農地を活用する「シェア畑」、郊外型農園「里山シェア」や、農地の維持管理事業「農地まもる君」など

〇農業HR事業：日本最大級の農業専門求人サイト「あぐりナビ」のサービス
〇流通事業：「直売所」を活用した新たな流通事業

〇経営支援事業：農業に関わる人および持続可能な事業を増やしていくため、「法人・個人の農業参入支援」「行政・法人・JAと
の協業、コンサルティング」「行政施設の企画、再生、集客支援、運営受託、指定管理」など

https://agrimedia.jp/
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カテゴリー 農業株式会社AmaterZ
最終更新日時：2021/8/5

-人々の生活をより豊かに、楽しく、美しく彩るようなものづくり、体験を-

設立年月日

代表者

住 所

資 本 金

URL

事業内容

2016年12月1日

矢島正一

東京都港区南麻布4-13-5 麻布矢野
ビル3F

5,700万円

https://www.amaterz.com

農地や様々な施設のデータを管理
するIoTエコセンサー「tukumo
（ツクモ）」のシステムデザイン、
サービスと保守・運用

事業詳細

株式会社AmaterZは、科学と技術、文化と知識の異業種交流、マッチングによる新しいソリューションの提案を軸とし、
人々の生活をより豊かに、楽しく美しく彩るようなものづくり、体験を提供していきます。あらゆる場所から遠隔でデータ
を取得するシステムとそれを使ったソリューションを提供します。

https://www.amaterz.com
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ウニノミクス株式会社 カテゴリー 水産

最終更新日時：2021/8/11

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2016年12月1日

武田 ブライアン 剛

オランダ / 東京都江東区

非公開

https://www.uninomics.co.jp/

磯焼け対策を目的としたウニ畜養
で、環境保護、漁業振興、地域経
済活性化を同時にかなえる世界初
の循環型ビジネス

事業詳細

地球温暖化による海水温上昇などの環境変化が主な原因となり、増えすぎたウニによって藻場が食い荒らされる磯焼け問題。
藻場は沿岸の一次生産の場であり生態学的にも天然漁業上も海洋生物にとって不可欠な生息場です。磯焼け解消には科学的
手法に基づいた定期的なウニ駆除によるウニ個体数管理が不可欠です。しかし磯焼けウニは可食部が無く売り物にならない
ので通常は漁獲されず、かつ十分な駆除には人件費など多大な費用がかかり容易ではありません。放置されたままのウニは
繁殖を続け、健全な海の生態系に不可欠な藻場を食べ尽くしています。

弊社は磯焼けの解決策として価値の無い空ウニを定期的に漁業者から買い取ることでウニ駆除活動を促進、痩せたウニを陸
上で畜養することで地域に新たな産業を生み特産品となる美味しいウニを育て、海の環境保全と地域漁業、経済の持続的発
展を同時に叶える循環型ビジネスの実現に取り組んでおります。

磯焼け対策を目的としたウニ畜養で、環境保護、漁業振興、地域経済活性化を同時
にかなえる世界初の循環型ビジネス

左：畜養前の磯焼けしたウニ 右：２カ月程度畜養したウニ

https://www.uninomics.co.jp/
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エバーブルーテクノロジーズ株式会社

帆船型ドローンの自動化技術を通して、持続可能な社会の実現に貢献

設立年月日

代表者

住 所

資本金

U R L

事業内容

2018年2月

野間恒毅

東京都調布市緑ヶ丘二丁目67
番地1号フェリーチェ緑ヶ丘
A2

--

https://www.everblue.tech/

⾃動航⾏で動くヨットを開発。

カテゴリー

地球温暖化防止対策が産業各方面に求められているが、海上においては内燃機関が未だ主力であり決定的な方策が打ち出され

ていません。産業革命以前の海上交通は帆走であったことに着目し、自動操船技術をつかった効率的な自動帆走により従来の
動力船を置き換え、劇的に地球温暖化ガスを抑制するのがミッションです。弊社が開発する自動操船ヨット技術は漁業におい
て魚群探知を無人で行う探索船「Fisherdrone」、離島をつなぐ海上自動操船に実装。また今後水素エネルギーを利用した電
気推進船の普及を促進させるため、波力、潮力、地熱、洋上風力といった洋上の再生可能エネルギーから水素を生成し、消費
地に自動で輸送する「Hydroloop」サービスを実現させていきます。これらの自動操船ヨットの製造販売、サービス提供、帆
走技術提供などを主な事業とし、カーボンフリーな世界を実現させます。

海洋

事業詳細

最終更新日時：2021/8/23

https://www.everblue.tech/


7Copyright©2021 Tailor Works All right reserved.

株式会社オーシャンアイズ

漁場決定を支援するリアルタイムの情報提供サービスやニーズに合わせた海況予測
を提供するサービス

設立年月日

代表者

住 所

資本金

URL

事業内容

2019年4月1日

田中裕介

京都市左京区吉田本町36番地1
京都大学国際科学イノベーシ
ョン棟104
ベンチャーインキュベーショ
ンセンター内

2348.5万円

https://oceaneyes.co.jp

(1) 海洋に関するデータの解
析(2) 前号に付帯する機器の
開発(3) 前各号に附帯⼜は関
連する ⼀切の業務

カテゴリー 水産・海洋

SEAoME カスタマイズ例漁業ナビ 潮流予測画面

事業詳細

漁場決定のための環境データを視覚的にわかりやすくリアルタイムで提供しているパッケージサービス「漁場ナビ」のほかに
も、さまざまな場所・用途での利用ニーズに合わせてカスタマイズした環境予測データを提供する「SEAoME」サービスを展
開しています。オーシャンアイズではベテラン漁業者が経験で培ってきた漁場探索の技術をデータで補い、第一次産業として
重要な水産業への新たな担い手をサポートしていきたいと思っています。また、自治体や研究施設等へも水産業へのICTの新
たな利活用方法などを提案いたします。

最終更新日時：2021/8/4

https://oceaneyes.co.jp
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株式会社Ciamo

廃棄物で作る光合成細菌で持続可能な農業と水産養殖の実現

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2018年4月23日

古賀碧

熊本県熊本市西区池田4-22-1

1250万円

https://ciamo.co.jp/

農業・⽔産業・畜産業へ向け
た微⽣物商品開発（OEMを含
む）
・コンサルティング、リサー
チ業務。微⽣物の検査・分析
・農⽔産業を核とした熊本県
の地⽅創⽣及び啓蒙普及活動

カテゴリー

球磨焼酎の製造過程で発生する焼酎粕を有効活用し、「球磨焼酎粕を用いた光合成細菌の培養技術」を確立しました。焼酎粕

はリサイクル製品としての付加価値が低く、それまでは処理費用が蔵元の経済負担となっていました。また、「光合成細菌」
は、効用を認識されていたものの高価が要因で普及しなかった。キットを開発したことで、安価かつ、簡単な培養が可能とな
りました。さらに、熊本県の県魚であるクルマエビ養殖での「光合成細菌」利用の研究も民間企業と共同で実施しています。

農業・畜産・水産

事業詳細

最終更新日時：2021/7/30

https://ciamo.co.jp/
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精密林業計測株式会社 カテゴリー

ドローンによる森林の計測とデータ解析で森林資源の情報精度を向上するサービス

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2017年5月10日

竹中悠輝

長野県上伊那南箕輪村8290-1

約4045万円

http://prefore.org/

ドローンとレーザ計測技術を
使い、効率的に精密な森林資
源情報を提供。

カテゴリー 林業

事業詳細

当社は林業のスマート化に特化した信州大学発ベンチャー企業です。森林を上空から計測し、取得したデータから森林資源の

情報を解析して提供します。従来の調査方法では得られなかった樹木の位置や地形情報を得ることができるため、科学的な情
報から生産管理を行うことが可能になります。人工林である針葉樹を対象とした計測サービスから提供を開始し、最近では家

具等でニーズの大きい広葉樹も対象としています。今年度からはデータを活用するシステム開発を開始し、一貫したサービス
の提供を実施予定です。

最終更新日時：2021/8/11

http://prefore.org/
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株式会社ソラリス カテゴリー 農業

最終更新日時：2021/8/17

設立年月日

代表者

住 所

資本金

URL

事業内容

2017年9月29日

梅田 清

東京都文京区小石川2-23-12 エ
スティビル小石川7F

5,000万円

https://solaris-inc.com/

空気圧人工筋肉を使ったソフトロ
ボティクスの製品化・製造・販売
を行う。蠕動運動ポンプ、ミミズ
型ロボット、パワーアシストを主
製品として提供。

事業詳細

弊社は中央大学発の初めてかつ唯一のベンチャー企業であり、同大学中村研究室で生まれた軸方向繊維強化型人工筋肉など
を用いて、ソフトロボット（やわらかいロボット、しなやかに動くロボット）の商用化を目指して活動しております。人間
の腸の動きを模倣した蠕動（ぜんどう）運動ポンプロボットや、農作業等での長時間の上向き作業を補助してくれる上腕ア
シストデバイス「TasKi」等を開発、世の中の様々な課題解決を目指しています。

柔よく剛を制す！ソフトロボティクスによって持続可能なものづくりに貢献する

①蠕動運動ポンプによる人手工程の自動化 ②上腕アシストデバイス「TasKi」による上向き作業の疲労軽減
例えば食品製造等の現場で、超高粘度流体/具が大きい固液混合体/すぐ
壊れてしまうデリケートな材料、の搬送は従来のポンプでは難しく、
諦めて人手に頼っていた工程が存在します。弊社の蠕動運動ポンプは
このような材料を、まるで人の手で揉んでいるかのように、やさし
く・安全に運ぶ能力を備えており、残された人手工程を自動化できる
可能性があります。

日本の長期潮流である少子高齢化により、例えば農作業の現場で、長時間の上向き作
業や腕を上げ下げする動きによって、腕や肩に疲労が蓄積し、体の不調から好きな仕
事を諦めてしまう方が数多く存在します。弊社のTasKiは独自の自重補償機構による
アシストでバッテリーやモーターを使わず、そのため軽量かつ装着感に優れています。
TasKiによって腕や肩の疲労を軽減し、好きな仕事を続けられる人を一人でも増やし
たいと願っております。

https://solaris-inc.com/


11Copyright©2021 Tailor Works All right reserved.

株式会社TeaRoom
最終更新日時：2021/8/23

設立年月日

代表者

住 所

資本金

URL

事業内容

2018年5月28日

岩本 涼

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷
5-16-16 千駄ヶ谷フラワーマンシ
ョン1003

930万円（資本準備金を除く）

https://tearoom.co.jp/

お茶の卸、コンサルディング業。
茶道/日本茶を中心とした文化関連
事業。

事業詳細

株式会社TeaRoomは2018年の創業より静岡市にて日本茶工場を事業承継。茶畑からの研究開発と、新たな需要を創出する
事業開発の力で「お茶×〇〇」の事業をつくっております。特に、大手企業とお互いのアセットを掛け合わせた新規製品及
びサービスを作りだす共創事業をメインに行っており、実績は飲食、嗜好品、小売、航空や、不動産など、様々な協業に取
り組んでおります。茶葉の開発から、ブランド開発、空間のプロデュースまで、一気通貫の体験作りが得意です。

「お茶×〇〇」で、お茶の新たな需要を生む事業開発やR&D支援

農業

https://tearoom.co.jp/
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カテゴリー 農業・園芸株式会社デルフィージャパン

最終更新日時：2021/8/4

デルフィージャパンは、農業および園芸のより高い知識サービスにより皆様のパー
トナーとなることを目指しています。

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2014年4月8日

アード・ファン・デン・ベルグ

栃木県下野市柴 262-10

1,000 万円

https://delphyj.co.jp/ 

（１）日本国内における栽培ナレ
ッジ事業
（２）日本国内における農業生産
者向けセミナー、訓練及びコンサ
ルティング事業
（３）前各号に附帯する一切の事
業

事業詳細

農作物の栽培に関する最先端で実践的な専門知識を生産者や企業の方にサービスの形で提供します。私たちはお客様の収量
および品質向上と経費削減を支援することで、ビジネスにおける知識と収益向上に貢献してまいります。

https://delphyj.co.jp/
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カテゴリー 畜産株式会社VETELL
最終更新日時：2021/8/4

牧場が管理しているデータと、診療所など外部関係者が管理しているデータを共有
できるクラウドシステム

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2019年7月16日

池田哲平

北海道帯広市西21条南2丁目45番
23号

1,225万円

https://corp.vetell.jp/

農家と獣医師を繋ぎ、獣医学・畜
産学・農業経営学を統合する共有
型の畜産電子カルテ「vetell（ベッ
テル）」を開発。

事業詳細

牛群管理・共有型電子カルテ「ｖｅｔｅｌｌ」の構築とサービス提供をメイン事業に、牛の異常や発情を検知するセンサー
開発を進めており、酪農家・畜産農家におけるＤＸの推進によって牧場の生産性向上や労働負荷の軽減を目指しています。

主な機能としては、毎日の飼養管理を記録することで、餌・治療費などの変動経費を可視化し、個体・群の収支が明確にな
ります。また動態・繁殖などの集計・統計データで牧場全体の成績把握が容易になり、課題明確化と経営改善の戦略立案が
可能になります。その他に、出荷成績の母牛への紐づけ、精子(×精液)・受精卵の在庫管理、繁殖管理、処置・投薬スケジュ
ールのプログラム機能など、農家経営に必要に機能をほぼ全て実装しています。
「ｖｅｔｅｌｌ」の利用料金は300~400円/頭/月、インターネット環境下で利用可能、デバイスを選ばず特別なアプリケー
ションも必要ありません。

https://corp.vetell.jp/
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株式会社ポケットマルシェ

作る人と食べる人を繋ぐオンラインマルシェ

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2015年2月10日

高橋博之

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-26-5 金子
ビル3F 

4億1,336万円

https://www.pocket-marche.com/

・生産者と消費者を直接繋ぐCtoC
プラットフォーム「ポケットマル
シェ」の企画・開発・運営
・食べもの付き情報誌「食べる通
信（R）」の普及・多地域展開の
促進、「東北食べる通信」の企
画・運営
・生産者の販路拡大・地産品の認
知向上・関係人口創出を目的とし
た自治体支援施策の企画・実施
・産直食材を活用したキャンペー
ンや福利厚生プラン等の企業向け
プログラムの企画・実施

事業詳細

全国の農家や漁師などの生産者と消費者を直接繋ぐCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の企画・運営・開発。
全国の農家・漁師から、直接やりとりをしながら旬の食べ物を買うことができる。

「個と個をつなぐ」をミッションに、「共助の社会を実現する」をビジョンとして掲げる。

カテゴリー 農業

最終更新日時：2021/8/2

https://www.pocket-marche.com/
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炎重工株式会社

最先端の『制御技術』で一次産業を自動化することを目指し、直近は水産業へ注力
しています

事業詳細

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2016年2月25日

古澤洋将

岩手県滝沢市穴口５７－９

4,900万円（資本準備金含む）

https://www.hmrc.co.jp/

「制御技術」をコアとした自
動化製品、サービスの開発、
販売／水産領域 -生体群制御
®、Marine Drone、遠隔モニ
タリング用水中カメラの開発、
販売

① Marine Drone（自動運転船舶ロボット）事業
「Marine Drone」と「搭載機器」が連動することにより、様々な水上作業の自動化に貢献します。密漁警備、自動給餌、デ
ータ収集など、週に何回も行う必要のある水辺作業の効率化をご支援します。
②生体群制御事業

活魚の移動が伴う作業の自動化への貢献を目指し、「魚の動きをテクノロジーで制御する」自社特許技術を開発しました。主
に陸上養殖（分養、水揚げ、飛び出し防止、給餌効率改善など）においてパートナーを募集しています。
③受託開発事業
「制御技術（自動化、効率化、遠隔化）」を必要とする、難易度の高い開発の請負を行っています。まずはご相談ください。

カテゴリー 水産

最終更新日時：2021/8/2

https://www.hmrc.co.jp/
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株式会社MizLinx カテゴリー 水産

最終更新日時：2021/8/19

事業詳細

設立年月日

代表者

住 所

資 本 金

URL

事業内容

2021年8月18日

野城菜帆

東京都千代田区神田練塀町3 
富士ソフト秋葉原ビル12F

--

https://mizlinx.com/

水産業の業務効率を向上させ
る海洋観測システムの開発

本観測システムは、海況データ取得を行う小型のブイ、水温や画像等の海況データを取得するセンサモジュ
ール、所望の深さの海中データ取得を実現するための浮力制御システム、取得した海中データを陸上に送信
するための通信機能、および取得したデータを解析・表示するシステムから構成される。現時点で取得でき
ているデータは、水温、溶存酸素、塩分濃度、カメラ画像/映像、位置情報である。このシステムによって
事前に漁場/養殖場の状況を可視化し、遠隔地から確認できるようにすることで漁業者の方々の業務効率化
を実現する。

漁業/養殖業の業務効率化を実現する海洋観測システム

https://mizlinx.com/
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株式会社ライトハウス

漁船におけるコミュニケーションの効率化とデータ化を実現する船団運営支援IoTサ
ービス「ISANA」
事業詳細

設立年月日

代表者

住 所

資本金

URL

事業内容

2017年9月4日

新藤克貴

福岡県福岡市中央区天神１−１
５−５

1億円

http://lighthouse-frontier.tech/

漁業従事者向けコミュニケー
ション、効率化ツールの開発、
提供。

カテゴリー 水産

株式会社ライトハウスは、「未知を拓く」を理念とする漁船IoTベンチャーです。弊社の主力製品である漁船IoT「ISANA」は、
各船の魚群探知機やソナーなどの漁撈機器データや位置情報、船上画像を自動で収集し、ネットを介して情報共有や記録を行
うプラットフォームです。現在は、まき網や船曳網等の中小規模漁業者を中心に船団運営支援ツールとして導入され、全国
700隻以上の漁船に導入実績を持っています。
今後、より幅広い漁業者を対象に、操業効率化に加えて漁獲成績報告や資源管理、安全管理に寄与するサービスの開発を進め
ています。

最終更新日時：2021/8/3

http://lighthouse-frontier.tech/
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カテゴリー 農業株式会社LOAD&ROAD
最終更新日時：2021/8/6

IoTティーポットteploの開発・製造・販売、オンラインでの高品質・多種類の茶葉
の販売

設立年月日

代表者

住所

資本金

URL

事業内容

2018年2月14日

河野辺和典

東京都千代田区神田練塀町3 富士
ソフト秋葉原ビル12階

2億8000万(資本準備金含む)

https://teplotea.com

IoTティーポットteploの開発・製
造・販売、オンラインでの高品
質・多種類の茶葉の販売

事業詳細

近年米国をはじめとする海外ではお茶への関心が高まっており、茶葉への需要も増加しています。一方、国内では若い層の
お茶の消費はペットボトル製品中心となり、茶葉離れが進行しています。私たちは若い層の茶葉離れの原因に、お茶を淹

れる際の抽出環境（抽出温度や抽出時間）の管理の複雑さ、伝統的な茶器のデザインと現代の住環境とのミスマッチがある
と考えています。
teploはデザイン性の高いハードウェア、teplo専用アプリと連携し簡単に美味しいお茶を淹れることが可能な抽出方法（国
際特許申請済）、teplo専用アプリ内での高品質な茶葉の販売を実現し、これらの問題を解決します。高品質な茶葉を適切な
ユーザに届け、適切な条件で抽出して提供することで、お茶の魅力を最大限に引き出し、海外の新しい層、国内の若い層の
両方に適切にアプローチすることが可能となります。ひいては茶葉農家の収益性の向上や日本文化の継承に寄与できると考
えています。

https://teplotea.com

