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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︕

かんきつ「かいよう病」 今回は露地カンキツで問題となるかいよう病（ 病原︓細菌、発病︓葉・果実・枝）について説明します。

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

⽣物学的な危害要因対策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。

昨今、⾷品事業者に対しHACCPが義務化されていることもあり、その原
料となる農作物に対しても⼈の健康を害する恐れのある⾷品危害要因
（⽣物学的な危害要因、化学的な危害要因、物理的な危害要因）を分析
し、管理することが求められてきています。

当社では⽣物学的、物理的な危害要因となる有害⽣物の対策を⾏ってい
ます。今回当社のペストコントロール事業についてご紹介しますので詳
細については当社までお問い合わせください。

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。

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。

危害要因 化学的危害要因

⽣物学的危害要因

物理的危害要因

病原細菌,ウイルス,寄⽣⾍など
発⽣源︓⼈由来、肥料、廃棄物、
有害⽣物、汚⽔、周辺環境など

農薬, 洗剤,潤滑油,カビ毒など
発⽣源︓農薬及び農薬が接するも
の、機械油、燃料、廃棄物など

ｶﾞﾗｽ⽚,⾦属⽚,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ⽚など
発⽣源︓備品、設備、施設構造物、
廃棄物、有害⽣物、周辺環境など

【発⽣⽣態】
果実

⾬で感染
春葉︓5⽉上旬〜6⽉中旬
果実︓5⽉下旬〜9⽉下旬頃
(傷⼝からはそれ以降も感染）

【主な感染時期】
越冬病斑・潜伏 新葉・枝

• 防⾵垣、防⾵ネットの整備などの防⾵対策
• 発病した枝や葉の除去
• 不要な夏秋梢の除去 （ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ⾷害痕から感染）
• ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞの防除徹底
• 抵抗性の弱い品種と混植しない

【耕種的防除法】

• 発芽前、開花前、落花直後、6⽉下旬に薬剤防除
• 台⾵来襲前に薬剤散布を⾏う

細菌病のため有効な薬剤が少なく、薬剤防除だけでは不⼗分、防⾵対策と伝染源除去を徹底
春葉に発病させないことが果実発病を防ぐために必須、発芽1か⽉前〜春葉展葉終了時までの散布を徹底
果実に発病してからの散布では⼿遅れ。薬剤の残効期間は、ボルドー液で30⽇（累積降⾬量で
200mm）、銅⽔和剤で20⽇（同150mm）程度なので、この点を考慮して次回の散布を実施。
台⾵の襲来が予想される場合、襲来後の散布では効果が劣るので、襲来の2〜7⽇前に散布。
新植園では発病苗を持ち込まず、ミカンハモグリガの駆除を徹底。

【薬剤防除法】

カッパーシン⽔和剤 1,000倍 (7/5)
キンセット80⽔和剤 1,000倍 (30/3)
クプロシールドFL 1,000〜2,000倍 (-/-)

コサイド3000 1,000倍（発芽前）
2,000倍（発芽後） (-/-)

ICボルドー66D 60倍（発芽前）
80倍（発芽後） (-/-)

バリダシン5液剤 500倍 (14/4)
マイコシールド 1,000倍 (30/2)

【農薬】



【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

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。

【申し込み締切間近︕】⻨⾚かび病請負防除︕
⾚かび病は⻨類の最重要病害のひとつで⾷品安全の観点からも対策は必
須です。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
策は必須項⽬となっています。

防除の時間が取れない、農薬散布の重労働が難しい、という⽅は当社の
ドローン防除にお任せください︕︕

※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。

※当社では申し込み期限を防除⽇の⼀ヶ⽉前としています。お早めにお
申し込みください。

農業機械現地研修会 2⽉7⽇に坂出ふれあい産直市近くの圃
場にて⾹川県農政⽔産部農業経営課が主催する農業機械現地研修
会に農業⽤ドローンの散布実演担当として当社も参加。新規就農
の事例として株式会社さぬきの農の梶原さんのお話やラジコン草
刈り機の紹介もありました。

今回は、農業を兼業で⾏っている⽅、農地を継がなければならな
い⽅々などが参集範囲、⾏政の⽅々からお話を聞くと農地を維持
していくには現在農業に従事していない⽅々に農業に関⼼、魅⼒
を感じて頂き、農地保全に繋げるという⽬的で企画されたとのこ
と。今後、農地を保全していくためには今までとは違う新しい農
業の在り⽅が出てくるのかもしれません。

当社としても耕作放棄地を増やさないために、農地を保全してい
くために何が出来るのか新たなサービス含め考えていきたいと思
います。
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【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

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 当社ではPhantom4, Mavic Air2などの空撮⽤の
ドローンも複数台保有しています。ある果樹⽣産部会より空撮の
依頼を頂き果樹栽培の様⼦を撮影させて頂きました。空撮動画は
⽬を引くため商品、リクルートなどのPRでも効果的。当社ホー
ムページでも活⽤しています。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。
※条件・場所によっては対応できない場合もあります。

シロアリ対策 当社はシロアリベイトシステムであるファーストライ
ンディフェンダーを使い家屋のみならず重要⽂化財やウッドデッキと
いった⼤事な⽊材をシロアリから守ることをお⼿伝いしています。

当社は、公社）⽇本しろあり対策協会の⾹川県しろあり対策協会の会
員です。ご相談・お⾒積りは無料ですのでお気軽にご相談ください。

国の重要⽂化財指定を受けている⽟藻城披雲閣でのベイト施⼯

⾼松市内某箇所でのウッドデッキのシロアリ対策も⾏っています

いちごでの
使⽤に関して

新発売

店舗農薬勉強会 2⽉は「厳寒期でのハチ利⽤」に関する勉強
会を開催しました。本社ではイチゴ・ナス編、観⾳寺はミニト
マト編の内容でした。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
・ハチの気持ちがよくわかる説明だった
・クロマルの⽣体が理解できた
・ハチのことを理解せず使⽤していた

※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。

3⽉開催︓上⼿な除草剤の使い⽅

4⽉開催︓内容調整中

5⽉開催︓内容調整中

本社 4⽉14⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 4⽉15⽇（⽊）

本社 5⽉19⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 5⽉20⽇（⽊）

本社 3⽉18⽇（⽊）
観⾳寺⽀店 3⽉19⽇（⾦）



〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「120周年記念式典」 2⽉5⽇花樹海にて当社120周年式典を開催しました。昨年
から続くコロナ禍、特に1⽉初旬の都市圏の緊急事態宣⾔もあり開催⾃体も危ぶまれましたが、検温や消毒、ディスタンスの確保な
どを徹底した上で実施となりました。

私⾃⾝、2012年に⾹川に戻り⼊社、その後⼊った盛和塾の⼤先輩から「企業30年説というのがあるがあなたの会社はなぜ100年
以上続いているのか︖説明して欲しい」と問われ当社の歴史について調べたことを思い出しました。明治33年に漢⽅薬の薬屋「そ
めや」を創業、⼤正初期に黎明期だった農薬の取扱を開始し、昭和39年には医薬業を他社に譲渡し、昭和43年に環境事業に参⼊し
ていったこと、それらを知り、当社が⻑年継続してきたのは、時代が変わりゆく中で何を果たすべきかを常に考え、事業の形態を
変えてきたこと、「変⾰」と「チャレンジ」を絶えず続けてきたからだと理解しました。

「諸⾏無常」という仏教の基本的な考えがあります。森羅万象、世の中のあらゆるものは⼀定ではなく、絶えず変化し続けている
という真理です。農業を取り巻く環境は⼤きく変化しつつあります。その変化に逆らうことなくむしろ積極的に⾃⾝の事業を変化
させていくことを今後も考え、実践していきます。

最後に、当社はこの2⽉で121年を迎えることが出来ました。121年の⻑きに渡り会社を存続し続けることが出来たのも、地域のお
客様や仕⼊先の⽅々、当社で共に働いてくれた従業員の⽅々のお陰です。⼼から感謝し、厚く御礼申し上げます。
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観⾳寺市
いちご⽣産者
F様の感想です

ミツバチの導⼊が遅れそうだったため使⽤してみました。ハチ
の導⼊から⾶ぶまで時間がかかっていましたがカモンビービー
のお陰でハチがすぐに仕事してくれました。お陰で不受精（奇
形）が減少しました︕︕

冬場の販売中

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

「低温」での散布から 64⽇後、どちらがよく枯れてますか︖


