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植物工場エンジニアリングが、農業とくらしの未来を描きます

価格安定

¥
ロジックを確立し
価格の安定化

周年生産
年間を通して
安定した収穫

365

栄養管理
からだにやさしい
野菜の魅力

均質化
高品質の生産を
持続可能に

衛生管理
安全性と安心感
の向上

地域活性
地域貢献、雇用拡大
などの波及効果

生産調整
需要に合わせた
生産で安定経営

効率化
作業工程の効率化

を実現

ワンストップビジネスを富士電機が構築

エネルギーマネジメントシステムエネルギーマネジメントシステム

植物工場に必要なソフト＆ハードを富士電機がトータルカバー

農業と食の未来を担う
富士電機の
植物工場エンジニアリング

農業と食の未来を担う
富士電機の
植物工場エンジニアリング
施設内で栽培環境をコントロールし、安定した品質と生産性を実現する
植物工場が、昨今注目を浴びています。富士電機はさまざまな分野で培った
エネルギー・冷熱・I T・制御のコア技術と経験を活かして
未来の農業・園芸を支える植物工場エンジニアリングをご提供します。 

施設内で栽培環境をコントロールし、安定した品質と生産性を実現する
植物工場が、昨今注目を浴びています。富士電機はさまざまな分野で培った
エネルギー・冷熱・I T・制御のコア技術と経験を活かして
未来の農業・園芸を支える植物工場エンジニアリングをご提供します。 

安定栽培と省エネを実現し
スムーズな植物工場運営をサポートします
事業立ち上げから運営まで携わっている経験を活かし、機器・設備のみならず

事業の立案からプラント設計、そして運営のノウハウまでをトータルサポート。

施設躯体 栽培ラックエネルギー設備 空調設備制御盤

統合環境制御システム統合環境制御システム

経営管理経営管理

設備監視
保全システム

栽培環境
制御システム

EMS

運用保守販売・物流栽 培施 工設 計事業計画
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植物工場プラントの構築に最適な、エネルギー×冷熱× IT ×制御のコア技術をベースとする
最新鋭のシステムを富士電機がエンジニアリング。さらに、随時蓄積されるノウハウを反映、
データ化することで、より精度の高い栽培運営へとアップデートします。

ハード Hardware

システム System

ノウハウ Know-how

Engineering 技術とノウハウ

予冷・保冷・予措エネルギー
マネジメントシステム

選果仕分
システム

安全・安心
トレーサビリティ

労務管理
システム

エアカーテン
制御

冷蔵倉庫

センサ
計測機器

EMS環境制御
システム

CO2・熱供給
システム

電気設備 空調設備受変電設備
非常用電源 燃料電池・排熱利用

エネルギー
設備

高い情報処理能力とトータルサポートで
基盤のしっかりした栽培運営を実現

Pick up

01

栽培
データベース

栽培
関連技術

運営
ノウハウ

経営
ノウハウ

Pick up

02

CO2

ボイラからの排出CO2を有効活用！

熱
熱

温水
ボイラ

NOx 除去装置

CO2
貯留
タンク

CO2・熱供給システムなら

タンク設置+CO2購入は不要
大幅なコスト削減＆省エネを実現

いままでは

タンク設置+CO2購入が必要
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統合環境制御システム
収穫量、品質を向上し、植物工場の経営課題を解決する

植物の育成に最適な光合成のコントロールやエネルギーコストの低減など、光や温度の環境制御や各種機器
の管理によって、植物工場を複合的に制御するシステムです。
情報やノウハウはデータベースに蓄積可能で、さらにパソコンやタブレットなどの端末で、管理状況を随時
確認できます。

売上・利益拡大
１株あたりの収穫量がアップ

エネルギーコスト削減
常時制御の環境管理でコストの削減へ

生産・販売・在庫・労務を
コントロール
各種情報や履歴を端末で閲覧できるため、
次のアクションや PDCA サイクルの促進へ

制御機器 計測機器

温度 EC/pH

照度 使用電力量湿度

CO2暖房設備

開閉装置

給液装置

モバイル

PC
植物工場

データベース
Database

様々な植物工場に適合
小規模から大規模な植物工場にこのシステムが活躍
また、既存施設への追加導入にも対応可能　

CO2・熱供給システム
環境負荷とランニングコストを低減する

ランニングコストの大幅低減
単一燃料を採用し、複数の燃料購入費の支出を低減

収穫量の向上
最適な量の炭酸ガスを調整することで、成長が促され
収穫量が向上

環境負荷低減でエコロジー
大気へ排出する CO2を低減し、環境への負荷を抑制

農作物の育成に欠かせない CO2（炭酸ガス）と温度管理。その両方を単一燃料から同時に供給し、省エネと
ランニングコストの低減を実現するのが富士電機の CO2・熱供給システムです。 温水ボイラからの排出ガスを
ハウス内へ再利用することで、生ガスの購入が不要。大幅なコストダウンと省エネを両立できる、農業の未来
に貢献する画期的なシステムです。



完全人工光型
植物工場
空調管理と光源管理によって、外部から切り離された
屋内に安定した栽培環境を形成する植物工場です。
レタスなどの葉物野菜に適しており、年間を通して
安定かつ効率的な生産が可能です。

● イチゴ栽培ハウス内観● 効率的な照射を実現

● 柔軟なレイアウト設計が可能

室内環境を細かくコントロール
複数の環境条件を組み合わせた総合的な制御を行い、全
体最適化された栽培環境を実現。さらに各機器の仕様を
踏まえ、運転方法や設定を細かく制御し、狙った環境状
態を維持します。

大規模プラントをトータルパッケージ
1ha以上の大規模植物工場に加え、加工室や冷蔵室など、
生産から加工・流通・販売まで網羅した施設をパッケー
ジ化。販売先のニーズにワンストップで応えることで、
販路の確保、経営の安定化を実現します。

エネルギーの有効活用

● ハウス内のCO2をコントロール

● 温度・日射を調整するカーテン● パプリカ栽培ハウス内観

● 多段式の栽培ラック

● 統合環境制御システム

植物工場には、異なる２種類のタイプがあります。富士電機はお客様のご要望に合わせて、
最適な植物工場エンジニアリングをご提案します。

Plant style ベストな植物工場のご提案

安全・安心
衛生管理された密閉空間で栽培を行い、完全無農薬の
安全・安心な野菜を生産できます。またクリーンな環
境で育てることで、高鮮度な状態を長期間保持できます。

高収量・周年栽培
多段栽培が可能で、少ない面積でも高収量を得ることが
できます。また季節や気候に左右されず、一年を通じて
一定の環境下で周年栽培が可能です。

栽培環境の適正化
これまで培った経験とノウハウに裏付けられた高精度な
シミュレーションを実施し、温度分布や空気の流れなど
複合的に解析し、適正な空調能力や機器配置等の設計を
行います。

Style

01 太陽光利用型
植物工場
太陽光などの「自然の恵み」を最大限に活用した
プラントを形成する植物工場です。
総合的な制御を行い、作物の成育に最適な
栽培環境を実現します。

Style

02

一般的な電気・ガスだけでなく、木質チップボイラや余
熱などの地域資源を活用したエネルギー設備も提供しま
す。お客様のニーズに合わせたプランをご提案し、省エ
ネ化とランニングコスト低減に貢献します。
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Cases 導入事例

北海道釧路市 太陽光利用型植物工場01
パプリカ栽培に最適な気候である釧路市に植物工場を建
設。植物の光合成に必要とされる CO2 の管理はもちろん、
熱、光、水も完全に制御する事で、温度変化に敏感なパ
プリカの理想とされる温度帯を維持。味の濃さを最大限
まで引き出した高品質なパプリカを生産しています。

▲

通年供給・流通体制の確立

▲

施設園芸ノウハウの獲得

▲

地域経済の活性化・雇用拡大

▲

高度施設園芸の普及拡大

・太陽光利用型高設栽培温室    ・統合環境制御システム
・チップボイラ施設　　　　   ・集出荷施設、管理棟
・養液栽培設備（養液供給システム、高設栽培設備）
・完全人工光型育苗施設

北海道苫小牧市 太陽光利用型植物工場

施設概要

苫東ファーム株式会社様02

▲
高品質・安定供給
▲
CO2自家供給によるランニングコスト削減
▲

技術を駆使した大幅な省エネの展開

▲

街の新しい産業化への期待

・太陽光利用型栽培温室　　　・統合環境制御システム
・CO2・熱供給システム　　　  ・レールヒーティング
・養液管理システム　　　　　 ・高圧ナトリウムランプ
・栽培システム（ダブルローハンギングガター、育苗室）
・選果設備　　　　　　　　　・予冷庫

施設概要

詳しくはWebで！

詳しくはWebで！

苫小牧市の工業団地内に4ha の太陽光利用型のイチゴ栽培
植物工場を建設。美味しいイチゴを通年供給できる高度
栽培温室をはじめ、ノウハウの蓄積によるさらなる品質
の確立、   地場木材を利用したチップボイラを採用するな
ど、大規模な植物工場クラスタを形成。

株式会社北海道サラダパプリカ様

視察のお申込みはこちらから　

▲ ▲ ▲

  http://www.saladpaprika.jp/

ホームページURL  http://www.fujielectric.co.jp/

 （03）5435ｰ7111
〒141ｰ0032 東京都品川区大崎1ｰ11ｰ2
　　　　　　　 (ゲートシティ大崎イーストタワー)

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。  Printed in Japan

安全に関するご注意
＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

●支社・支店・営業所
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［東日本］
北海道 （011）261ｰ7231
東　北 （022）225ｰ5351

［中部］
中　部 （052）746ｰ1000

［西日本］
関　西 （06）7166ｰ7300
中　国 （082）247ｰ4231
四　国 （087）851ｰ9101
九　州 （092）262ｰ7800
沖　縄 （098）862ｰ8625

担当部署
パワエレシステム事業本部 環境ソリューション事業部 産業流通技術部
  （03）5435-7093

農業ソリューションSmileAGRI　http://www.fujielectric.co.jp/products/smile_agri/
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