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ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

リデン株式会社 

ボッシュ株式会社 

freee 株式会社 

株式会社スカイマティクス 

株式会社マイファーム 

株式会社ポケットマルシェ 

株式会社 WorldLink&Company（SkyLink Japan） 

株式会社石川エナジーリサーチ 

 株式会社アクセルスペース 

一般社団法人日本ドローン PRO パイロット協会 

有限会社レイブプロジェクト 

 

ソフトバンク・テクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：阿多 親市、以下 SBT）

およびリデン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上原 郁磨）は、農業資材の比較が簡単に行えるマ

ッチングサービス AGMIRU をリニューアルし、データ活用により確実性の高い農業経営を実現する農業プラッ

トフォームとして 8 月末日より新しい AGMIRU（β版）として提供を開始いたします。 

また AGMIRU を軸に、ボッシュ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：クラウス・メーダー）、株

式会社スカイマティクス（本社：東京都中央区、代表取締役：渡邉 善太郎）、株式会社 WorldLink&Company

（SkyLink Japan）（本社：京都市北区、代表取締役社長：須田 信也）、株式会社石川エナジーリサーチ（本社：

群馬県太田市、代表取締役：石川 満）、一般社団法人日本ドローン PRO パイロット協会（所在地：東京都新宿

区、代表理事：請川 博一）、有限会社レイブプロジェクト（本社：北海道旭川市、代表取締役社長：請川 博一）

と農業者の利便性向上と経営改善のための各社サービス連携および今後の機能拡大にむけた取り組みの開始に

合意したことをお知らせします。 

これにより AGMIRU に賛同いただいている企業はこれまでの協業企業である freee 株式会社（本社：東京都

品川区、CEO：佐々木 大輔）、株式会社マイファーム（本社：京都府京都市、代表取締役：西辻 一真）、株式会

社アクセルスペース（本社、東京都中央区、代表取締役：中村 友哉）、株式会社ポケットマルシェ（本社：岩手

県花巻市、代表取締役：高橋 博之）を含め現在 10 社（SBT、リデンを除く）となります。 

 

 

 

 

■背景 

農業人口は今後、担い手の高齢化により大幅な減少が予想され、労働力不足やノウハウの継承といった課題が

深刻化しています。 

農林水産省ではこうした課題を解決すべく、農業分野でのデジタルトランスフォーメーションを推進しており、

2025 年までに農業の担い手全員がデータ活用の実践ができることを目標に、ロボットや ICT などのデジタル技

SBT およびリデン、農業者の経営を支援する新しいAGMIRU(β版)提供開始 

農業データ活用による農業改革に向けた取り組みに、新たに 6社と合意 
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術を用いて超省力や高品質生産を実現するスマート農業の実現を目指しています。またデータ活用において、

様々な農業データを連携するためのプラットフォーム「農業データ連携基盤（WAGRI）」を構築し 2019 年 4 月

より本格的に稼働しています。 

AGMIRU は農林水産省まるみえアグリのプロジェクトの一環で、農業資材の比較が簡単に行えるマッチング

サービスとして 2017 年 6 月よりスタートしましたが、このような農業における課題を解決するためには、2019

年 2 月の発表※1 のとおり、オープンイノベーションで農業データおよび農業サービスの連携が不可欠と考え、

これまで各社協業を進めてまいりました。そしてこのたび、データ活用で確実性の高い農業経営を実現する農業

プラットフォームとして新しい AGMIRU の提供を開始します。また今後も協業いただく企業を募り、AGMIRU

を通じて日本における農業者の利便性向上を目指してまいります。 

 

AGUMIRU（β版）提供に先駆けて、キャンペーンサイトを開設しています。詳細はこちらをご覧ください 

https://new.agmiru.com/ 

 

■サービス概要 

新しい AGMIRU では従来より農業者および農業資材販売業者向けに提供してきた農業資材の比較・購入サー

ビスに加え、各種情報発信のほか、画像診断・生産管理・作物販売・会計・金融等を AGMIRU 上で一元管理で

きるサービスを提供します。さらに、農業データ連携基盤（WAGRI）の利用も進めていきます。 

農業者は資材の購入から生産管理、作物販売、会計まで一連の経営に関する業務を簡単操作で行うことができ、

農業資材を扱う販売業者は、より良い商品を求める農業者の皆様に効率的に様々な販売方法で提供できます。ま

た作物の購入も可能となっており、WEB やアプリケーションで手軽に作物の購入やサンプルを取り寄せること

も可能です。 

今回リニューアルの第一弾として、天気・市況・ニュース等の一部情報発信と、資材購入サービスの提供を開

始します。資材購入は、通常購入のほか、従来地域単位だった共同購入を全国単位に拡大して実現させる共同購

入や農業者の希望条件にあった資材とアフターケアや保証内容を含む提案を受けることが可能な相談購入を提

供します。画像解析、生産管理、会計等の各種サービスについては順次提供を開始していく予定です。 
 

 
AGMIRU 提供サービス。一連のサービスはスマートフォンから操作可能です。 

■農業者様向け料金プラン（税抜き） 

 S プラン M プラン L プラン 

初期費用 ￥0 ￥0 ￥0 

月額費用 ￥0 ￥200 ￥600 
 

天気情報 〇 〇 〇 

市況情報 〇 〇 〇 

NEWS 〇 〇 〇 

市況情報詳細 － △一部閲覧可能 〇 

資材購入 〇 〇 〇 

作物販売 〇 〇 〇 

https://new.agmiru.com/
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生産管理 － 〇 〇 

画像解析 △都度費用発生 △都度費用発生 〇都度費用発生 
お試し無償あり 

会計 △都度費用発生 
データ連携無し 

△都度費用発生 
データ連携無し 

〇都度費用発生 
データ連携含む 

※一部プランは変更する可能性があります 

 

■３つのリニューアルキャンペーン。値引き合計が 160,000 円以上のお得なキャンペーンです。 

 ※キャンペーンは L プラン会員登録者が対象となります。 

 

① ボッシュが提供する「Plantect（プランテクト）」を特別価格で提供 

 環境モニタリングと AI による病害予測機能で構成されるハウス栽培向け農業ソリューション「Plantect（プ

ランテクト）」を AGMIRU にて特別価格でご提供します。 

 

② スカイリンクジャパンの空撮ビギナーセットを特別価格で提供 

初心者にもオススメの本格派定番ドローン DJI Mavic 2 Pro に、便利なアクセサリーを付属。さらに、定期点

検・墜落無制限修理・対人保険付きの安心でお得なセットです。 

 

③ 石川エナジーリサーチ社製の安心の日本製 農業用（薬剤散布）電動ドローン Agri-Flyer(メーカ修理保証 1

年間付)を特別価格で提供 

初心者でも簡単にできる上方からタンク&バッテリー交換が特徴です。さらに、センサーで撒きムラをコント

ロールもできる優れものです。期間は 2019 年 9 月末までとなります。 

 

 またリリース第二弾で予定している、スカイマティクス社の葉色解析サービス「いろは」を活用した画像解析

サービスを無償お試しも予定しています。 

 

 

 
※１：『SBT およびリデンと、freee、アクセルスペース、マイファーム、 ポケットマルシェ、農業データ活用による農業改革に向けた協業に合意』 

https://www.softbanktech.co.jp/news/release/press/2019/003/ 

 

 

 

■AGMIRU および連携サービス各社概要 

会社名 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

所在地 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 新宿イーストサイドスクエア 17 階 

代表取締役社長 CEO 阿多 親市 

農業向けの 

主要サービス 

AGMIRU（アグミル） 

農業者単独では難しい資材購入の新規取引先の開拓にむけ、単純な資材比較だけでなくアフターフ

ォローなどのサポートを含めた比較による農業者と販売業者の適切なマッチングを実現します。 

 

会社名 リデン株式会社 

所在地 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 新宿イーストサイドスクエア 17 階 

代表取締役 上原 郁磨 

農業向けの 

主要サービス 

農地の窓口 

農業を始めたい、あるいは農業経営を拡大したいお客様が、遊休農地を中心とした全国の農地を地

図から検索したり、都道府県や市区町村といった地域から検索が可能な無料の農地検索サイトです 

 

https://www.softbanktech.co.jp/news/release/press/2019/003/
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会社名 ボッシュ株式会社 

所在地 東京都渋谷区渋谷 3-6-7 

代表取締役社長 クラウス・メーダー 

農業向けの 

主要サービス 

Plantect/プランテクト 

ハウス栽培向けの環境モニタリングと、独自開発の AI を活用した病害予測サービスを提供するボ

ッシュの新しい農業向けサービスです。 

 

会社名 freee 株式会社 

所在地 東京都品川区西五反田 2-8-1 五反田ファーストビル 9F 

CEO 佐々木 大輔 

農業向けの 

主要サービス 

クラウド会計ソフト freee・人事労務 freee 

スモールビジネスの経理 / 確定申告業務や給与計算 / 労務管理などのバックオフィス作業を、ク

ラウドサービスで効率化します。本年より、農業所得の確定申告に対応する機能を新規リリースし

ました。 

 

会社名 株式会社スカイマティクス 

所在地 東京都中央区日本橋本石町 4-2-16Daiwa 日本橋本石町ビル 6F 

代表取締役 渡邉善太郎 

農業向けの 

主要サービス 

葉色解析サービス「いろは」／ 農薬散布ドローン「はかせ」／ 画像処理解析・人工知能技術を

活用したスマート農業ソリューションの提供 

 

会社名 株式会社マイファーム 

所在地 京都府京都市下京区朱雀正会町 1-1 KYOCA 会館 3 階 

代表取締役 西辻 一真 

農業向けの 

主要サービス 

農業支援サービス 

耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業（貸し農園）／農業教育事業（社会人向け新規就

農学校、農業経営塾）／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業（農産物の中間流

通・通信販売） 

 

  



 ※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。 

会社名 株式会社ポケットマルシェ 

所在地 岩手県花巻市藤沢町 446-2 

代表取締役 高橋 博之 

農業向けの 

主要サービス 

ポケットマルシェ 

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 CtoC プラットフ

ォームです。現在、1,500 名を超える（2019 年 8 月時点）農家・漁師が登録しており、常に 2,750

を超える食べ物の出品と、その裏側にあるストーリーが提供されています。 

 

会社名 株式会社 WorldLink&Company（SkyLink Japan） 

所在地 京都府京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町 98-2-2F 

代表取締役 須田 信也 

農業向けの 

主要サービス 

空中散布用ドローンの販売・修理・メンテナンス・卸売／産業用マルチローター認定教習／空中散

布請負／ドローンを利用した農業生育モニタリング調査（空撮・SfM 処理）／ドローンの農業利用

関連技術の教育／ドローンを活用したビジネスのコンサルティング 

 

会社名 株式会社石川エナジーリサーチ 

所在地 群馬県太田市大原町 2225-41 

代表取締役 石川 満 

農業向けの 

主要サービス 

Agri-Flyer 農業用（薬剤散布）電動ドローン 

ドローンおよび関連製品開発製造および販売 

ドローンの修理・メンテナンス等 

 

会社名 株式会社アクセルスペース 

所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目 3 番 3 号 

代表取締役 中村 友哉 

農業向けの 

主要サービス 

超小型衛星等を活用したソリューションの提案 

超小型衛星が取得したデータに関する事業 

 

会社名 一般社団法人日本ドローン PRO パイロット協会 

所在地 東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号 新宿イーストサイドスクエア 17 階 

代表理事 請川 博一 

農業向けの 

主要サービス 

農薬散布等の農業業務及び写真・動画撮影等の支援事業 

ドローン操縦者の技能向上のための指導・教育事業 

 

会社名 有限会社レイブプロジェクト 

所在地 北海道旭川市豊岡 4 条 6 丁目 13-3 

代表取締役社長 請川 博一 

農業向けの 

主要サービス 

農園景観撮影、農薬散布業務 

その他各種撮影等 
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

●ソフトバンク・テクノロジー株式会社 コーポレートコミュニケーショングループ 担当：吉田 

●リデン株式会社 

Tel：03-6892-3063  Email：sbt-pr@tech.softbank.co.jp 

●ボッシュ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 担当：古市 

Tel：03-5485-3393 E-mail: Aiko.Furuichi@jp.bosch.com 

●freee 株式会社 広報 (PR) 担当：木原 

Tel：080-8492-3804 E-mail: pr@freee.co.jp 

●株式会社スカイマティクス 担当：伊達 

Tel：03-6262-6360 E-mail: info@skymatix.co.jp 

●株式会社マイファーム 担当：橋本 

Tel：075-746-6213  E-mail：pr@myfarm.co.jp 

●株式会社ポケットマルシェ 担当：山口 

Tel：03-6278-7890  E-mail：pr@poke-m.com 

●株式会社 WorldLink&Company（SkyLink Japan）担当：雨谷 

Tel：075-708-2369 E-mail: info@skylinkjapan.com 

●株式会社石川エナジーリサーチ  

Tel：0277-46-8155 E-mail: info@ ier.co.jp 

●株式会社アクセルスペース 担当：山﨑 

Tel：03-4405-5085  E-mail：press@axelspace.com 

●有限会社レイブプロジェクト 

Tel：050-3391-6134 E-mail : info@raveproject.jp 
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