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基本設定は、あらかじめ情報を登録しておく機能です。

基本設定 - 基本設定の方針

基本設定機能では、各種マスターとなる項目
・圃場
・作付
・作業項目
・機械
・農薬
・肥料
・連絡先
・土地情報
を登録していきます。

基本設定画面のヘッダーから登録したい各種マスター項目
を選択します。

・マスターを登録することで、日々の記録作成は選択するだけ
で完結します。
・記録作成に必須となる項目は、圃場、作付のみとなります。
・上記以外の項目を登録すると、より詳細な記録の作成が可
能になります。
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新規圃場登録を行います。
まずは地図上にピン・区画を作成します。

基本設定 - 1. 圃場登録 > ①圃場を作成する

圃場登録画面が開きます。

圃場 (ピン )の場合、中央の地
図にピンが置かれますので、設
定したい場所の地図上にドラッ
グ&ドロップして場所を確定し
てください。

圃場 (区画 )の場合、このステッ
プは必要ありません。

STEP

3

圃場 (区画 )の場合、中央の地
図に設定したい圃場の角を一筆
書きになるように、順番にクリッ
クします。
クリックした位置は、アルファ
ベットのピンをマウスで移動し微
調整できます。
完了しましたら、
を押します。

圃場 (ピン )の場合、このステッ
プは必要ありません。

STEP

4

クリック

設定メニューの圃場をクリックする
と圃場管理画面が開きます。

STEP

１
圃場一覧ウィンドウ上部の　　　 を
押すと、追加方法が表示されます。
どちらかを選択し圃場を追加します。

STEP

2

どちらかを
クリック

①クリック

④クリック

③クリック②クリック

地図の拡大・縮小
　　で地図の拡大、　　で地図の縮小ができます。

圃場を作成する際、あらかじめ地図を作成する場所に移
動・拡大しておくと簡単に操作ができます。
住所からの検索もできますので、ご活用ください。

住所・キーワードから検索
住所を入力し検索を行うと、地図がその住所付近を表示
します。

圃場作成について

圃場情報
ウィンドウ

地図上の圃場を
囲むように各点を
クリック

圃場を設定するステップ 1 2 3 4 5

＋ ー

画数を確定

掴んだまま
移動して
放すと移動
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圃場を作成しましたら、画面右側ウィンドウにて圃場情報を入力していきます。
ここでは区画情報の入力を解説しています。

基本設定 - 1. 圃場登録 > ②圃場の情報 (区画情報 )を入力する

作付面積を入力できます。
任意の面積を入力してください。

また、その下はメモを入力でき
ます。
何かメモをつけておきたい場合
等にご活用ください。

STEP

3

グループを選択します。
グループの作り方は「基本設定画
面 - 全画面の共通操作マニュアル」
をご覧ください。

STEP

１
次に、区画名 ( 圃場名 )を入力し
ます。
任意の名前を入力してください。

STEP

2

公開・非公開の設定を行い
ます。
公開にするとアグリノート・ホー
ムページのマップに区画が表示
されるようになります。(公開し
ないを選ぶと表示されません )

STEP

4

圃場を設定するステップ 21 3 4 5
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引き続き圃場情報を入力していきます。
ここではピン・区画・色・期間を解説しています。

基本設定 - 1. 圃場登録 > ③圃場の情報 (ピン・区画・色・期間 )を入力する

ピン及び区画を入れ替えたい
場合 (ピンで作成したが、やっ
ぱり区画で作成したい等 )、
表示の変更が可能です。

「なし」を選択した場合地図
上には何も表示されません
が、位置は記録されます。

ピンで登録していた圃場を区
画に変更する場合、変更した
い圃場を選択した状態で
　　　　　 を押します。登録
されていたピンがクリアされま
すので、あらたに区画を作成
します。
(ピン及び圃場が非表示の場合ボタン

は表示されません。)

また圃場の色を変更できま
す。
初期設定では赤ですので、好
きな色に変更してください。

STEP

2

STEP

1
表示期間を決めておけます。
日付部分をクリックし開始・終
了の期間を任意に設定してくだ
さい。

STEP

3

期間を設定しない
場合は「なし」を
選択

それぞれの
日付を選択

圃場を設定するステップ 31 4 52

再作成



05
ページ

作付情報では、その区画で
何を栽培するか、作付名を関
連付けます。
作付の選択を押すと「作付設
定画面」で作成した作付が表
示されますので、栽培を行う
作付名を選択し　　　　  を
押します。

作付の設定につきましては
「基本設定 - 2. 作付登録マ
ニュアル」をご覧ください。

STEP

1

関連付ける作付を
選択

引き続き圃場情報を入力していきます。
ここでは作付情報の入力を解説しています。

基本設定 - 1. 圃場登録 > ④圃場の情報 (作付情報 )を入力する

作付情報で作付を選択すると、
作付の履歴に期間・作付名・
圃場名が表示され、輪作状況を
確認できます。

STEP

2

クリック

圃場を設定するステップ 41 52 3

OK
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引き続き圃場情報を入力していきます。
ここでは土地・不動産情報及びその他の情報を解説しています。

基本設定 - 1. 圃場登録 > ⑤圃場の情報 (土地・不動産情報、その他 )を入力する

土地・不動産情報を設定で
きます。

文字入力する場合：
住所・地番、面積、所有者、
賃借料・小作料・メモそれぞ
れを任意に編集してください。

土地情報を使用する場合：
あらかじめ「土地情報」で設
定したデータを使用できます。
　　　　　　　　　を押すと
ウィンドウが表示されますの
で、使用したい土地データを
選択してください。

土地情報の設定につきまして
は「基本設定 - 8. 土地不動
産情報登録マニュアル」をご
覧ください。

STEP

2

STEP

1
緯度経度・参考面積・長
さには地図上に作成した圃場の
緯度経度、参考面積、各辺の
長さが自動で表示されます。
実際の数値との比較等でご活用
ください。

STEP

3

使用する土地情報を
選択

クリック

圃場を設定するステップ 51 2 3 4

+ 土地情報を追加


