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1. ウェブアプリを開く

2. ログイン

センサー測定データ・カメラ撮影画像は、専⽤アプリ『Field Watch 2』で閲覧・確認します。
下記URLをウェブブラウザーのアドレスバーに直接ご⼊⼒ください。

『Field Watch 2』のご利⽤にはアカウント（ID・パスワード）が必要です。

ウェブブラウザー
1. ウェブブラウザー『Google Chrome
2. 以下のURLをアドレスバーに⼊⼒
3. 【Enter】を押下

』を開く

https://agri-note.jp/b/login/mizu.html

Google Chromeを開き
URLをアドレスバーに⼊⼒し【Enter】を押下。

ID（メールアドレス）
パスワードを⼊⼒。
新規アカウントを作成される⽅はこちら

--------------------------------------------------------------------------パスワードを忘れた⽅はこちら

※推奨ウェブブラウザーは『Google Chrome』となっております。
以下URLよりダウンロード、インストールをお願いします。
https://www.google.com/chrome/
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ログイン成功。
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3. 測定点の登録（アクティベーション）

4. ホーム画⾯

『Field Watch 2』ブラウザー版では、測定点の登録ができません。
『Field Watch 2』モバイル版にて、登録をお願いします。

ホーム画⾯では登録済の測定点をマップ上で確認できます。

QRコードを読み取ってください

S-2300
マップ切替
地図←→航空写真

1810000001

⼀覧から選択

キャンセル

FieldServer
PaddyWatch

FieldCam

※詳細は、『Field Watch 2 モバイル版 マニュアル』をご参照ください。
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センシングウィジェト（警告）
・しきい値を超過（⾚⾊・⻩⾊）
・直近の測定データなし（灰⾊）
・測定項⽬ごとに警告リストを切替可能。

登録情報の確認・編集など
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※ 【▼】折りたたみ／展開 【×】⾮表⽰ 表⽰設定で再表⽰。

4-1. ホーム画⾯ ＞測定値サマリー ＞FieldServer、PaddyWatch
マップ上で測定点を選択すると、そのサマリー（概要）などを確認できます。

『サマリー』タブ：FieldServer、PaddyWatchでは、以下のように測定値を確認できます。

電池残量
表⽰されている測定値が
測定された⽇時を表⽰しています。
※更新することでクラウドサーバーに保存されている
最新のデータを取得することができます。

選択

現在時刻での天気予報
※センサー設置位置での気象データを参照。

アクティベーション時の撮影画像
※タップすると、拡⼤表⽰されます。

⼀覧から選択

測定値
※測定値の⾊は下記の範囲を表しています。
緑⾊：適正＝しきい値の範囲内
⻩⾊：注意＝しきい値の範囲外（30％以内）
⾚⾊：危険＝しきい値の範囲外（30％より⼤きい）
※しきい値の設定は後述

3時間後の天気予報
※センサー設置位置での気象データを参照。

『サマリー』タブ
最新測定値などが確認できます。
※測定値が確認できない場合は、
以下のことが考えられます。
・通信ができていない（契約期間外、電波環境が弱い…）
・電池切れ、など

『センサ情報』タブ
測定項⽬ごとに
測定値の推移グラフ
を表⽰。

『天気予報』タブ
3⽇分の天気予報
気温などの推移グラフ
6
を表⽰。
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4-2. ホーム画⾯ ＞測定値サマリー ＞FieldCam

5-1. 詳細画⾯ ＞⼀覧

『サマリー』タブ：FieldCamでは、以下のように撮影画像を確認できます。

詳細画⾯では測定値の詳細表⽰や、しきい値の適⽤を⾏います。

電池残量
表⽰されている画像が
撮影された⽇時を表⽰しています。
※更新することでクラウドサーバーに保存されている
最新のデータを取得することができます。

現在時刻での天気予報
※センサー設置位置での気象データを参照。

最新の撮影画像
※タップすると、拡⼤表⽰されます。

測定値
※測定値の⾊は下記の範囲を表しています。
緑⾊：適正＝しきい値の範囲内
⻩⾊：注意＝しきい値の範囲外（30％以内）
⾚⾊：危険＝しきい値の範囲外（30％より⼤きい）
※しきい値の設定は後述

撮影画像
※最新、1週間前、 1、2、3、4ヶ⽉前の画像。

3時間後の天気予報
※センサー設置位置での気象データを参照。

『サマリー』タブ上の画像をクリックすると
拡⼤画像などを表⽰。
※温度、電池残量を画像下部に表⽰。
※拡⼤画像上で右クリックして画像を保存できる。

【地図】

測定点名、適⽤中のしきい値、測定値を表形式で確認。
各項⽬をクリックすると、昇順・降順で並び替え。

8

9
表⽰項⽬を選択

5-2. 詳細画⾯ ＞FieldServer、PaddyWatch

5-3. 詳細画⾯ ＞FieldCam

詳細：FieldServer、PaddyWatchでは、以下のように測定値を確認できます。

詳細：FieldCamでは、以下のように撮影画像を確認できます。

電池残量
最新の測定値。
【＜】【＞】で
となりの測定項⽬を
表⽰。

電池残量
最新の測定値・撮影
画像。

期間の⽇時を変更し
いたら
【表⽰】をクリック
して更新。

期間の⽇時を変更し
いたら
【表⽰】をクリック
して更新。

時間、⽇、週、⽉単
位で表⽰を選択。

時間、⽇、週、⽉単
位で表⽰を選択。

画像クリックすると
拡⼤画像などを表⽰。
※温度、電池残量を画像下部に表⽰。
※拡⼤画像上で右クリックして画像を保存できる。

積算した値を推移グラフと、表で表⽰

表で表⽰
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6-1. 設定画⾯ ＞測定点

7-1. 機能 ＞しきい値の設定

測定点の設定画⾯では、測定点の並び替え、測定点名の変更、測定点位置の変更、
測定点の削除、測定点のグループ分けができます。

しきい値を設定することで、測定値の各種アラートを出すことができるようになります。
※本設定はモバイル版と連動しています。 ※マップ上のピンも緑・⻩・⾚で表⽰されます。

測定点名を
編集したら
【保存】を
クリックして保存。
測定点の位置を変更。
【再設定】を
クリック。
測定点のアイコンを
クリックしながら
動かす。

【確定】をクリック。
【保存】をクリック
して保存。
をクリックしながら
上下に動かして測定点を
並び替え。

グループを追加。
【+】をクリック
グループの並び替え。
【□】をクリック

※緯度経度の数値でも、
位置を指定可能。

測定点を削除する場合は
【削除】をクリック。

【+】アイコンをクリック。
【しきい値を追加】をクリック。
※【サンプルから取り込む】を選択すると
サンプルから取り込むことも可能。

【選択】をクリック。
設定したい測定項⽬を選択。
【OK】をクリック。
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測定値が設定したしきい値を超過して、
⻩や⾚になった場合にメールによる通知を⾏うことができます。
『しきい値名』、
測定項⽬の上限値、下限値を⼊⼒。
通知する領域を選択。
メールアドレスを
指定。
【設定を保存】を
タップ。

【保存】をクリック。

をクリックしながら
上下に動かして測定点を
並び替え。
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グループを追加。
【+】→【グループを追加】をクリック。
グループの並び替え。
【□】をクリック。

7-2. 機能 ＞しきい値の適⽤
測定値が設定したしきい値を超過して、
⻩や⾚になった場合にメールによる通知を⾏うことができます。

上限値のみ通知したい場合
しきい値の下限値を空欄に
設定する。

上限値、下限値ともに
通知されます。

設定したしきい値を、測定値に適⽤します。

下限値のみ通知したい場合
しきい値の上限値を空欄に
設定する。
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任意の測定点を選択。

【しきい値の設定】をクリック。
適⽤したいしきい値を選択し
【OK】をクリック。
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7-3. 機能 ＞CSVデータを出⼒
全測定点の測定値をCSVデータとして、⼀括ダウンロードすることができます。
【保存】をクリックして、適⽤。
【⾒る】をクリックして
しきい値が適⽤された測定値を確認。
※しきい値を設定することで
マップ上でひと⽬で
注意すべき機器を確認。

7
測
定
下
限
値

3

3
し
き
い
値
の
下
限
値

し
き
い
値
の
上
限
値

『期間』、『間隔』
『出⼒するデータ』を指定。
メールアドレスを指定→【送信】
もしくは、【ダウンロード】をクリック。

7
測
定
上
限
値
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参考：しきい値の⾊

【全測定点のCSVデータの出⼒】
をクリック。
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7-4. 機能 ＞画像データを出⼒
任意の測定点を指定して、測定値をCSVデータとして、個別ダウンロードすることもできます。

全測定点の撮影画像データを、⼀括ダウンロードすることができます。
ダウンロードできる画像は、低解像度です。

【全測定点のCSVデータの出⼒】
をクリック。

【全測定点の画像データの出⼒】
をクリック。

『期間』、『間隔』
『出⼒するデータ』を指定。

『期間』、『間隔』を指定。

メールアドレスを指定→【送信】
もしくは、【ダウンロード】をクリック。

メールアドレスを指定→【送信】
もしくは、【ダウンロード】をクリック。
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※⾼解像度画像のダウンロードは『4-2. ホーム画⾯ ＞測定値サマリー ＞FieldCam』をご参照ください。

8. アカウント追加登録
任意の測定点を指定して、画像データを、個別ダウンロードすることもできます。
ダウンロードできる画像は、低解像度です。

同じ情報を確認・編集できるアカウントを追加登録することができます。

【全測定点の画像データの出⼒】
をクリック。

【◯◯の登録情報】をクリック。

『期間』、『間隔』を指定。

【アカウント管理】をクリック。

メールアドレスを指定→【送信】
もしくは、【ダウンロード】をクリック。
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※⾼解像度画像のダウンロードは『4-2. ホーム画⾯ ＞測定値サマリー ＞FieldCam』をご参照ください。
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9. サポートセンター 問い合わせ先

サポートセンター
【＋】→【アカウントを追加】
をクリック。

電話

03-6416-5775
（⼟・⽇・祝⽇を除く10:00〜17:00）

『名前』、『メールアドレス』、
『パスワード』を⼊⼒。

E-mail

contact@field-server.jp

Webサイト

https://field-server.jp/

【保存】をクリック。

サポート

ベジタリア株式会社
本社 〒150-8512 東京都渋⾕区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

株式会社イーラボ・エクスペリエンス

ベジタリア株式会社
本社 〒150-8512 東京都渋⾕区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

本社 〒150-8512 東京都渋⾕区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

http://www.vegetalia.co.jp/

電話 03-6455-1991（⼟・⽇・祝⽇を除く9:30〜17:00）

電話 03-6416-5525（⼟・⽇・祝⽇を除く9:30〜17:00）

FAX 03-6455-1992 E-mail info@elab-experience.com

FAX 03-6455-1992 E-mail info@vegetalia.co.jp
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【商標関連】
Apple、Apple のロゴ、Apple Watch、iPad、iPhone、iTunes、Safariは、⽶国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使⽤されています。App Store、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサー
ビスマークです。TM and ® 2017 Apple Inc. All rights reserved.「Google」、「Google」ロゴ、「Googleマップ」、「Google Play」、
「Google Play」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴ、「Gmail」は、Google Inc.の商標または登
録商標です。

