
登録番号：4-1

1 申請機械等の分類
□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(漁撈機器データの共有・記録機)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・船団の連携がスムーズになり、水揚げの向上
・探索範囲の重複がなくなり、漁獲までの燃料代や所要時間の低
減を実現
・操業データを若手に渡したり、漁の振り返りをしたりすることで、
後継者育成に活用可能

5 対応可能な通信会社
□通信機能無し　■NTTドコモ　■ａｕ　■ソフトバンク　■楽天
□その他(　　　　　　　　　　　　　　)

6
通信モジュールのメーカーと
型式

□通信機能無し
■通信機能有り(Quectel社 EC25-J)

7 商品名(機械等名) 船団運営支援システム「ISANA」

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 -

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き) 300,000円

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり290,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)
月額費用　　11,000円（年間利用月数12ヶ月）
　　　　　　　  12,000円（年間使用月数4-11ヶ月）
設置費用　  30,000円

20 提供・販売実績 国内300船団、1,000隻以上

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-2

1 申請機械等の分類
□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(網センサー)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・リアルタイムに正確な網深度情報と履歴を把握し、最適な深さへ
の網入れを実現することで、魚群の取り逃がしを最小限に抑制
・二そう船曳きにおいては、探索船が網の上に乗って網の深さを
魚探で確認するという工程が必要なくなり、その分探索により時間
をかけることができるため、操業全体の効率化を実現

5 対応可能な通信会社
■通信機能無し　□NTTドコモ　□ａｕ　□ソフトバンク　□楽天
□その他(　　　　　　　　　　　　　　)

6
通信モジュールのメーカーと
型式

■通信機能無し
□通信機能有り(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

7 商品名(機械等名) 網センサー  ライトプラン

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 -

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き) 300,000円

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり290,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)
月額費用　　30,000円（契約月数21ヶ月まで）
　　　　　　　  15,000円（契約月数22ヶ月以降）
設置費用　  30,000円

20 提供・販売実績
全国数十の漁業者に活用されており、特に２そう船曳きでの活用
が拡大中

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-3

1 申請機械等の分類
□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(網センサー)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・リアルタイムに正確な網深度情報と履歴、網の開き具合を把握
し、最適な深さへの網入れを実現することで、魚群の取り逃がしを
最小限に抑制
・二そう船曳きにおいては、探索船が網の上に乗って網の深さを
魚探で確認するという工程が必要なくなり、その分探索により時間
をかけることができるため、操業全体の効率化を実現

5 対応可能な通信会社
■通信機能無し　□NTTドコモ　□ａｕ　□ソフトバンク　□楽天
□その他(　　　　　　　　　　　　　　)

6
通信モジュールのメーカーと
型式

■通信機能無し
□通信機能有り(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

7 商品名(機械等名) 網センサー　ベーシックプラン

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 -

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き) 500,000円

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり490,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)
月額費用　　50,000円（契約月数21ヶ月まで）
　　　　　　　  25,000円（契約月数22ヶ月以降）
設置費用　  30,000円

20 提供・販売実績
全国数十の漁業者に活用されており、特に２そう船曳きでの活用
が拡大中

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-4

1 申請機械等の分類

□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動
給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(操業・漁獲状況の記録)

2 対象漁業等
■漁業　（□沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　□省エネ　■省コスト　□その他の効率
化
■資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・乗船させていたオブザーバーの代わりとして、船に設置
したカメラで操業の様子を記録。
・記録したデータを見ながら、漁の振り返りをしたりするこ
とで、後継者育成、オペレーション改善に活用可能。

5 対応可能な通信会社

6
通信モジュールのメー
カーと型式

■通信機能無し
□通信機能有り

7 商品名(機械等名) 電子モニタリングシステム（EMS）

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 -

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き)3,500,000円

17
一括発注タイプ向け参考
価格(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり3,000,000円

18 技術カスタマイズ
□無
■有(具体的に：カメラと機器の船への取り付け、配線）

19 他の必要経費例(円、税抜き)
月額費用　　月額サポート費用
設置費用　  カメラとEMS機器の設置および配線費用

20 提供・販売実績 国内2隻

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-5

1 申請機械等の分類
□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(漁撈機器データの共有・記録機)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・船団の連携がスムーズになり、水揚げの向上
・探索範囲の重複がなくなり、漁獲までの燃料代や所要時間の
低減を実現
・操業データを若手に渡したり、漁の振り返りをしたりするこ
とで、後継者育成に活用可能

5 対応可能な通信会社
□通信機能無し　■NTTドコモ　■ａｕ　■ソフトバンク
■楽天　□その他(　)

6
通信モジュールのメーカーと
型式

□通信機能無し
■通信機能有り(Quectel社 EC25-J)

7 商品名(機械等名) シラス漁専用魚探　HE-787HB(振動子TD66)

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 振動子1.5kw(TD66)

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16
メーカー希望価格(円、税抜
き)

・HE-787HB
　1.5kW（振動子TD66）
　ISANA対応仕様
　希望小売額　　　　\1,040,000

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり1,040,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)

20 提供・販売実績 国内300船団、1,000隻以上

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-6

1 申請機械等の分類

□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機

□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン

■その他(漁撈機器データの共有・記録機)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・船団の連携がスムーズになり、水揚げの向上
・探索範囲の重複がなくなり、漁獲までの燃料代や所要時間の低減を実現
・操業データを若手に渡したり、漁の振り返りをしたりすることで、後継者育
成に活用可能

5 対応可能な通信会社
□通信機能無し　■NTTドコモ　■ａｕ　■ソフトバンク　■楽天

□その他(　)

6 通信モジュールのメーカーと型式
□通信機能無し

■通信機能有り(Quectel社 EC25-J)

7 商品名(機械等名) シラス漁専用魚探　HE-787HB(振動子TD101)

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 振動子1kw(TD101)

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き)

HE-787HB
　1kW（振動子TD101）
　ISANA対応仕様
　希望小売額　　　　\1,070,000

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり1,070,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)

20 提供・販売実績 国内300船団、1,000隻以上

mailto:shun.suzuki@isana-g.com


登録番号：4-7

1 申請機械等の分類
□環境観測機器　□遠隔式魚群探知機　□多機能自動給餌機
□魚体計測装置　□飼育管理システム　 □水中ドローン
■その他(漁撈機器データの共有・記録機)

2 対象漁業等
■漁業　（■沿岸漁業　■沖合・遠洋漁業　□内水面）
□養殖業　（□海面　□陸上　□内水面）

3 助成要件番号 ■（１）　　□（２）　　□（３）　　　(記入説明　参照のこと)

4 機械等導入による効果

■省人・省力化　■省エネ　□省コスト　□その他の効率化
□資源管理・漁場改善への取組　□地域連携への取組
（効果記入欄：具体的に、簡潔に）

・船団の連携がスムーズになり、水揚げの向上
・探索範囲の重複がなくなり、漁獲までの燃料代や所要時間の低減を実現
・操業データを若手に渡したり、漁の振り返りをしたりすることで、後継者育成に活
用可能

5 対応可能な通信会社
□通信機能無し　■NTTドコモ　■ａｕ　■ソフトバンク　■楽天
□その他(　)

6
通信モジュールのメーカーと型
式

□通信機能無し
■通信機能有り(Quectel社 EC25-J)

7 商品名(機械等名) シラス漁専用魚探　HE-787HB(振動子TD102)

8 型式(規格) -

9 付属品の型式 振動子1.5kw(TD102)

10 製造会社名 株式会社ライトハウス

11 代表者　役職氏名 代表取締役社長　新藤 克貴

12 販売担当者　役職氏名 Growth　リード　鈴木駿

13 販売担当者　住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-5

14 販売担当者　電話番号 050-3628-3211

15 販売担当者　アドレス shun.suzuki@isana-g.com

16 メーカー希望価格(円、税抜き)

・HE-787HB
　1.5kW（振動子TD102）
　ISANA対応仕様
　希望小売額　　　　\1,090,000

17
一括発注タイプ向け参考価格
(円、税抜き)

3台以上購入時、1台当たり1,090,000円

18 技術カスタマイズ
■無
□有(具体的に：　　　　　　　　)

19 他の必要経費例(円、税抜き)

20 提供・販売実績 国内300船団、1,000隻以上

mailto:shun.suzuki@isana-g.com

