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新農薬上市情報の配信︕

病害⾍予察情報の配信︕

お得な情報の配信︕

病害⾍相談が可能︕

店舗農薬勉強会 1⽉は「ドローン」に関する勉強会を開
催しました。次⽉以降も継続していきますので参加希望の
⽅はお問い合わせください。(担当︓⽊村まで)

参加いただいたお客様の声
・ドローンに興味がわいた
・教習に関することがよく分かった
・免許取得の費⽤等が明確になった

※全て13:30-14:30での開催となります。
※コロナ対策のため⼀度の参加⼈数の上限を設けています。
※内容は変更になることがあります。

２⽉開催︓厳寒期でのハチ利⽤について

3⽉開催︓上⼿な除草剤の使い⽅

4⽉開催︓内容調整中

本社 3⽉18⽇（⽊）
観⾳寺⽀店 3⽉19⽇（⾦）

本社 4⽉14⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 4⽉15⽇（⽊）

果樹園の休眠期防除 ⽣育期間だけでなく、休眠期（秋から春にかけて成⻑を停⽌している時期）の病害⾍防除をしっかりする
ことで、次作での病害⾍の発⽣を抑えることができます。果樹の収量や品質に影響を与える病原菌やハダニ類などの害⾍は様々な
かたちで果樹の周辺で越冬し、翌年の発⽣源になりますので冬季のうちに防除や管理作業を徹底しましょう。

果樹の冬季防除薬剤⼀覧

ぶどう

休眠期防除が必要な病害⾍
モモ・スモモ

1. 落葉処理︓果樹に寄⽣する多くの病原菌（⿊星病、落葉病、うどんこ病
など）は落葉中で越冬し、翌年そこから胞⼦を⾶散して新葉に感染して
発病します。さらにハダニ類なども落葉下で越冬します。このため、落
葉はそのまま放置せず丁寧にかき集め⼟中に埋めるなど処分します。

2. 剪定後の薬剤処理︓落葉果樹は冬季に剪定しますが、剪定した枝の切り
⼝から枯れ込んだり、病原菌が侵⼊して発病することがあります。剪定
後の切り⼝に癒合剤『トップジンＭペースト』の原液を塗ると枯れ込み
や病原菌の侵⼊を防ぐことができます。

3. 樹幹の粗⽪削り︓果樹の樹⽪は古くなると表⾯に⻲裂が⽣じ、その樹⽪
の隙間に病原菌やハダニ類、カイガラムシ類などの害⾍が⼊り込み越冬
します。⻲裂ができた樹⽪表⾯を鎌などで削り、滑らかにすることで病
害⾍の越冬場所を無くします。この場合あまり激しく削らないように注
意してください

4. 休眠期の薬剤防除︓越冬中の病害⾍に対して下記薬剤の散布が効果的で
す。いずれも、新芽が動く前に散布することが必要です。また、⽯灰硫
⻩合剤と機械油乳剤は混合せず、機械油乳剤の散布後1か⽉以上経過して
から⽯灰硫⻩合剤を散布するようにしてください。

農薬希釈くん 農薬の希釈倍数の算出にお困りではないです
か︖バイエルクロップサイエンス社より提供されている「農薬
希釈くん」はなかなかのスグレモノのアプリ。iPhone, Android
⽤も準備されています。当社でも活⽤してます︕

アプリのダウンロードはこちらから ↑
https://cropscience.bayer.jp/ja/home/app/

本社 2⽉17⽇（⽊）
観⾳寺⽀店 2⽉18⽇（⾦）



【本社営業所】
〒761-0611
⽊⽥郡三⽊町⽥中2582
TEL 087-898-1200

【観⾳寺営業所】
〒768-0011
観⾳寺市出作町北道1086
TEL 0875-25-3086

ドローン請負防除のプロが教えるドローン教習所
当社ドローン教習は、ドローン防除のプロが教官となり指導します。農業⽤ドロー
ンの免許を取得したい⽅、ご興味ある⽅は当社までお問い合わせください。
※お申込→教習まで1ヶ⽉程度時間を要しますので余裕を持って申し込みください。

教習プログラム⼀覧

ｺｰｽ 内容 ⽇数

A 新規（初⼼者） 5⽇間

B 新規（経験者） 4⽇間

C 拡張講習（技能＋機種） 2⽇間

D 拡張講習(技能 or 機種) 1⽇間

〜お問い合わせ先〜
TEL:  087-898-1200
FAX:  087-898-2300
emai l:  drone@enpach i .co. jp

LINEお友達登録
QRコード →
ID検索 @enpachi_agri

スマート農業「ドローンに適した農薬の登録拡⼤状況」 ドローンは積載重量が少なく、薬剤タンクの容量が⼩さいた
め、⾼濃度・少量での散布が可能な「ドローンに適した農薬」数の拡⼤が求められています。農林⽔産省では、2019年3⽉に「ド
ローンに適した農薬」について、新たに200剤の登録を推進する⽬標を⽴て、登録数の少ない露地野菜や果樹⽤の農薬を中⼼に、
登録数の拡⼤を図っています。

※「ドローンに適した農薬」とは、「使⽤⽅法」が、『無⼈航空機による散
布』、『無⼈ヘリコプターによる散布』、『無⼈航空機による滴下』⼜は
『無⼈ヘリコプターによる滴下』とされている農薬
※使⽤⽅法において、散布機器が指定されていない『散布』、『全⾯⼟壌散
布』などとなっている農薬についても、その使⽤⽅法を始め、希釈倍率、使
⽤量等を遵守できる範囲であれば、ドローンで使⽤可能
当社でも、⽣産者の⽅々にとって省⼒化に向くドローン防除薬剤の試験散布
なども実施しています。普及計画時から1年9ヶ⽉経過し、111の登録が追加
となっています。半数以上が⽔稲での追加登録ですね。
農⽔省のｻｲﾄﾘﾝｸ → h t tps : / /www.maf f . go . j p / j /kanbo/smar t /nouyaku .h tml

農⽔省サイトへの
スマホからはアクセス

↓

1. 新規有効成分で、既存剤に抵抗性を持った害⾍にも効果を発揮‼
2. 初期害⾍、ウンカ類、ニカメイチュウなどに⾼い効果を発揮‼
3. ミツバチを始めとする有⽤昆⾍に影響が⼩さい‼

「リディア箱粒剤」と同じ新規有効成分「フルピ
リミン」を持つ⽔稲本⽥防除剤「エミリアフロア
ブル」は昨年当社のドローン防除でも⼀部の地域
で使⽤させて頂き好評頂いています︕︕

【ドローンで省⼒化できる⽔稲除草剤】そろそろ⽔稲
作が始まる時期になってきました。当社でも試験実績のあ
る、省⼒化に貢献できる⽔稲除草剤をご紹介致します。

使⽤薬剤毎にドローン側の散布装置のシャッター開度・回転
数・機体の散布幅・散布スピードなどの設定が異なります。
詳細についてはお問い合わせください。

mailto:drone@enpachi.co.jp


カモンビービー ハチが好む花の⾹り成分を配合した吊
り下げ型⻄洋ミツバチ受粉交配⽤資材。使⽤⽅法も簡単、
錠剤の袋にはさみを⼊れてハウス内に吊るすだけ、2-3週
間効果は持続︕イチゴ⽣産者からもご好評頂いてます︕

詳細はﾌｧｲﾄｸﾛｰﾑ社
Youtube（左記QR）
から︕

LINEお友達登録
QRコード →
ID検索 @enpachi_agri

【本社営業所】
〒761-0611
⽊⽥郡三⽊町⽥中2582
TEL 087-898-1200

【観⾳寺営業所】
〒768-0011
観⾳寺市出作町北道1086
TEL 0875-25-3086

いちごでの
使⽤に関して

新発売

当社社内イベントBBQでの空撮

当社社員旅⾏（沖縄）での空撮

空撮サービス ある果樹⽣産部会より産地をPRするドローン動
画の撮影要望がありサポートさせて頂きました。ドローン動画は
⽬を引くため⻘果物やリクルートなどでも効果的。当社ホーム
ページでも空撮映像を使⽤しています。
当社では空撮映像撮影・提供サービスを⾏えます。ご要望の際は
当社までご相談ください。墓地の区画確認⽤の写真撮影の実績も
あります。
※条件・場所によっては対応できない場合もあります。

ﾒｰｶｰ推奨売価
（税抜）5,000円/袋

ミツバチの導⼊が遅れそうだったため使⽤してみ
た。ハチの導⼊→⾶ぶまで時間がかかるがカモン
ビービーのお陰でハチがすぐに仕事してくれた。
お陰で不受精（奇形）が減少、とてもよかった︕

観⾳寺市
福⽥様の感想です

⿃害対策 安⼼・安全で効果的な⿃よけジェル（B-ST）を使⽤した鳩対
策・鳩よけ対策を⾏っています。⿃害でお困りの⽣産者の皆さん当社まで
ご相談ください︕

• 植物性の薬剤を使⽤していますので⼈体にもハトにも安全、⾃然に寄
りつかなくなります。

• 臭いは⼈にとって悪臭ではありません。
※鳩以外の⿃にも効果があります。

Before After

ペストコントロール当社は⾹川県ペストコントロール協会の⼀員
として環境衛⽣事業を⾏っています。県内で⿃インフルエンザが発⽣し
た際にも協会の⼀員として当社でも消毒ポイントを受け持ち作業に従事
させて頂きました。昨年12⽉28⽇の農業新聞にも農業場⾯でもペスト
コントロール業者の活⽤について掲載がありましたが、当社でも⼯場や
ビル、飲⾷店を中⼼にペストコントロール事業を⾏っていましたが、農
業場⾯でも「GAP,HACCP」といった⾷品衛⽣管理の重要性を問われて
きています。今回は当社のペストコントロール事業についてご紹介しま
す。お問い合わせの際は当社までご連絡ください。

ネズミ対策 効果的にネズミを対策するために忌避剤・殺⿏剤や粘着ト
ラップなどを⽤いた対策が必要です。農作物取扱施設内では、農作物に影
響が無い薬剤や物理的対策を実施しなければなりませんので専⾨業者であ
る当社までご相談ください。

↑
⿃ｲﾝﾌﾙ消毒ﾎﾟｲﾝﾄ作業

←
2020年12⽉28⽇の
⽇本農業新聞の記事

其他有害⽣物対策 当社では上記以外の有害⽣物対策の相談も承って
います。お気軽にご相談ください。

薬剤散布しない樹⽊のケムシ対策 当社ではウッドスター
を使った樹⽊のケムシ対策を⾏っています。春の新葉を加害する
ケムシ対策には3⽉の対策がベスト。当社までご相談ください。

樹⽊類
サクラ

アメリカフウ
ツバキ類

ケムシ類
イラガ類
チャドクガ
ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ

試験防除したお客様（⾏政）の声
• シーズン前の実施で発⽣を抑え

られるため、急な苦情対応など
がなく安⼼

• 樹⽊に直接注⼊するので散布の
必要がなく⾶散によるトラブル
がなく安⼼して使⽤可能

• 近隣への周知も必要ないため気
を使わず負担が少ない

近くに⼈がいても施⼯可能



ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ
薬量350ml/10a

A剤（ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ系）
薬量500ml/10a

〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「経営の原点12ヶ条 1.事業の⽬的、意義を明確にする」 1⽉9⽇に年
始の全社会議を実施。（当社では四半期毎に全社会議を実施している）冒頭に11⽉末に作成した会社紹介ムービーの初お披露⽬を
⾏い、感動の涙とまではならなかったが、皆のモチベーションが上がる映像になったようだ。（当社勉強会でも流しているため⾒
たい⽅は是⾮ご参加ください。）ムービーの最後のほうに「⽇本⼀の農業経営⽀援集団になる」という当社ビジョンを明⽰してい
る。このビジョン実現に向け全従業員達と皆で⽇々邁進していきたい。

尊敬する京セラ創業者 稲盛和夫⽒は経営に携わる中で体得した実践的な経営の原理原則を「経
営の原点12ヶ条」としてまとめており、私⾃⾝も羅針盤とさせて頂いている。第⼀条が「事業
の⽬的、意義を明確にする」だが私⾃⾝も最近この重要性を少しずつではあるが認識できるよ
うになってきた。「孫⼦の兵法」で有名な孫⼦も「五事」という5つの基本原則の中で「道」
（正義や⼤義、会社でいえば事業を⾏う⽬的・経営理念）が重要だと説かれている。
コロナ禍、景気減退、⽇本の農業に於いても「⾼齢化」「就農⼈⼝減少」などなど不安になる
キーワードがいっぱいある。そんな⾒通せない世の中だからこそ、事業の⽬的、意義を明確に
し、夢を語ることが重要なのではと思う。

【本社営業所】
〒761-0611
⽊⽥郡三⽊町⽥中2582
TEL 087-898-1200

【観⾳寺営業所】
〒768-0011
観⾳寺市出作町北道1086
TEL 0875-25-3086

LINEお友達登録
QRコード →
ID検索 @enpachi_agri

「低温」での散布から 64⽇後、どちらがよく枯れてますか︖

【予約受付中】⻨⾚かび病ドローン請負防除︕
⾚かび病は⻨類の最重要病害のひとつであり、穂に病原菌が感
染することで粒が肥⼤しなくなったり、穂全体が枯れたりしま
す。出穂期から乳熟期にかけて主に穂に発病するが、葉・葉
鞘・稗や幼苗にも発⽣します。穂では、穂の⼀部または全部が
褐⾊になり、病斑部には桃⾊のカビが⽣える。

このカビは有毒で注意が必要。JGAP穀物2016に於いても管理点
5.3.1で⻨のカビ毒汚染低減対策が必須です。
重要病害対策での⾚カビ防除は当社にお任せください︕︕
※お申し込みは取り扱い店舗または当社までご相談ください。

ハーモニー75DF + サーファクタント30
「⻨除草」の効果を⼤きくUp

サーファクタント30（500
倍）の加⽤で無加⽤と⽐較
し残草量は約1/5に︕︕


