
IOT食糧ロボット「未来農園」誕生!!

世界初
誰でも簡単に安全な食糧を１１２０倍生産!!

高速栽培/生産性

売れる野菜/完全オーダーシステム

収益型・分譲農園とは
ハイブリッド・エコファーム シーパスをタイプ毎に契約いただき既存建物の区画された場

年収３００万円/20年 年収６００万円/２０年 年収９００万円/２０年

オーナー様は毎月の売り上げを受け取るだけですべて管理会社で運営いたします。

世界の野菜を一年中・注文生産

あなたは欲しい野菜を注文するだけ

思い出の味オーダーメイドで生産いたします。

１ユニット/栽培面積２５０坪 ２ユニット/栽培面積５００坪 ３ユニット/栽培面積７５０坪

植物の味を創るアミノ酸を

より自然に近い光・風・水

植物が元気に育ち高ビタミ

化学物質や放射能・雑菌な

空気対策・特殊フィルター採

水対策・除菌・除染・化学物

質除去フィルター採用

収益型・分譲農園誕生!!

次世代ハイブリッド・エコファーム

働かなくて、もっと楽しく生きる。
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収益型・分譲農園誕生!!

次世代ハイブリッド・エコファーム

働かなくて、もっと楽しく生きる。

スマートアグリ

スマートアグリ ロボフアームとは
農業に関わる全てのモノをICTで有機的につなぎ、

安心・安全で生産性の高いスマートな

「未来型農業」を創造していくソリューションです。

ICTX無人栽培機
食農クラウドAmateras 天照

遠隔制御

食農クラウドAmateras 天照
スマートアグリ

１ 無人 ICT自動環境制御SaaS
オート/マニュアル運転

２ 最速 好適環境栽培SaaS
品種別栽培運転オート/マニュアル

３ エコ 省エネ省資源運転

気調システム・波長システム・流調システム制御

４ 安定経営 生産管理SaaS
収支の見える化

新・好適環境やさいの特長

ダントツ安心・新基準

1 新しい安心・安全やさい

無菌・無農薬

2 新鮮・長持ちやさい

2週間シャキシャキ

3 新しい健康やさい

高ビタミン

4 何処よりも美味しいやさい

みらい品質のやさい

未来農園 新型モデル発表会5月１８日スタート

IOT 未来農園

農業の未来を拓く

超高速 四次元農法

最速７日で収穫・生産性１１２０倍

世界初 「ロボファーム」 登場!!

導入３大メリット

1 節税 中小企業強化減税適応

2 利回り20%以上配当

3 リスクは、保証制度で補填

アトラス株式会社

パースはイメージで実際のモノとは異なる場合がございます

※ 生産性１１２０倍は既存農法水耕栽培との比較

農業の未来を拓く

超高速 四次元農法

最速７日で収穫・生産性１１２０倍

世界初 「ロボファーム」 登場!!

導入３大メリット

1 節税 中小企業強化減税適応

2 利回り20%以上配当

3 リスクは、保証制度で補填

アトラス株式会社

パースはイメージで実際のモノとは異なる場合がございます

※ 生産性１１２０倍は既存農法水耕栽培との比較

農業の未来を拓く

超高速 四次元農法

最速７日で収穫・生産性１１２０倍

世界初 「ロボファーム」 登場!!

導入３大メリット

1 節税 中小企業強化減税適応

2 利回り20%以上配当

3 リスクは、保証制度で補填

アトラス株式会社

パースはイメージで実際のモノとは異なる場合がございます

※ 生産性１１２０倍は既存農法水耕栽培との比較

スマートアグリ構想

食糧ロボ 未来農園の特長

1 自然災害に強い構造工法
完全閉鎖型・高気密高断熱

2 自動運転

環境制御・セキュリティシステム

3 生産性１１２０倍

四次元農法・最速１４日・単位面積比28倍

アトラス

スマートアグリとは
農業にかかわるすべてのモノをIOTで有機的につなぎ

安全・健康な食糧を１１２０倍で生産するスマートな

未来型の農業を創造していくソリューションです。

「未来農園」は誰でも簡単に安全な食糧を自動で１１２０倍安定生産

年間約３０００万円の野菜を生産その収益でゆとりの生活を実現。



家賃より安い価格で年間約3000万円を生産

新発明 食糧ロボット「未来農園」誕生!!

誰でも簡単に安全な食糧を自動で１１２０倍生産で

き年間約３０００万円の売上でゆとりの生活を実現
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アトラス

農地から農業ロボットへ転換 未来農園の開発技術

1 大型台風対策

洪水対策

猛暑対策

地震・津波対策

害虫・菌対策

2 生産者対策

誰でも簡単に栽培できる

猛暑で作業できない環境。

3 米や野菜の自給力対策

米や野菜の生産には広大

な面積を必要とする。

安全性・農薬・成分対策

4 コロナ対策

外出自粛

密接禁止

1 シェルターハウス

地震・津波/震度８強

台風/風速100M/S

水害/閉鎖型構造

猛暑/高気密高断熱工法

害虫・菌/閉鎖型構造

2 完全自動化

環境制御システム

自動搬送システム

3 四次元農法

狭小空間で大量生産

安全・・放射能PM2.5対策

無農薬・高ビタミン

4 遠隔操作

栽培は自宅で制御監視

自動栽培

食糧分類により機種

が異なります。

主食

コメ麦大豆

葉野菜

各種

お問い合わせください

製品用途設置場所に

より機種が異なります。

空きビルに設置

空き倉庫に設置
不動産の有効活用

農地設置型

雑種地など

屋外設置商品

販売価格

１０００万円より/税別
本体価格のみで付帯工事は別となります。

副資材肥料等は別と見積もりいたします。

未来農園の特長

１ 自動だから農業の知識がない方でも簡単

に栽培できる

２ 小型だから農地を持たない人でも省スペー

スで農業ができる

３ 植物工場と投資コストを比較すると少ない

投資コストで済む

４ 小型でも年間安定して生産でき生産性が高

いので収益性が高い

５ 栽培した植物が安全・健康的・無農薬なの

で少し高くても売れる

６ 自然災害や害虫・菌などの影響を受けない

構造工法で安心。

※生産性１１２０倍は小葱の既存農法と比較した場合の数値で

1 シェルターハウス

地震・津波/震度７強

台風/風速６０M/S

水害/閉鎖型構造

猛暑/高気密高断熱工法

害虫・菌/閉鎖型構造

2 完全自動化2 自動化

生育は自動環境制御

加工場は快適環境

3 生産性1120倍

四次元農法

時間軸14日で年26回収穫

空間軸既存農法の28倍

4 遠隔操作リモート

環境制御はリモートで管理

管理センターで24時間監視



食糧ロボット「未来農園」

栽培品質
安全・完全無農薬・免疫力・高ビタミン

アトラス


