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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︕

いちごのうどんこ病の防除対策イチゴ栽培で厄介なのが病害⾍
の防除ですが、中でも最近多発傾向にあり⼀度発⽣するとなかなか完全
に防除するのがが難しいうどんこ病の対策をご紹介します。

項⽬ 内容 備考

主な発⽣時期 促成、半促成栽培の24⽉、
露地栽培の35⽉ 夏、冬以外はいつでも発⽣

伝染源 発病している部位のカビ 枯れた場所には発⽣しない
伝染⽅法 ⾵にのってカビが移る 乾燥で感染が進む

発⽣部位 葉、ランナー、花梗、果実、
花、つぼみ 多くの部位に発⽣

発病適温 20℃前後 ⽐較的低温で発⽣する
好温湿度 80~100% ハウス内の湿度で蔓延

うどんこ病の特性

葉表での発病 葉裏での発病 花での発病 果実での発病

発⽣程度による防除の違い
初発時︓
• 初発⽣は葉裏にうどんこをまぶしたような⽩いカビが⾒えます。
• つぼみに発⽣する場合は、花びらがピンク⾊になるのでご注意ください。
• 初発時はあまり薬剤を選びませんが、保温開始後の重点時期にはDMI剤（EBI
剤）やｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ系剤を散布。それ以外の時期はﾎﾟﾘｵｷｼﾝ剤、ｼﾞｰﾌｧｲﾝ, ｻﾝｸﾘｽﾀﾙ、ｻ
ﾝﾖｰﾙなどの剤を散布します。（収穫中はﾎﾟﾘｵｷｼﾝ剤などの使⽤はできません）

多発時︓
• 葉がスプーン状に巻き、多くの葉や果実に⽩いカビが⾒られるような状態は多
発といえます。多発時はできる限りカビが⽣えた葉や果実は取り除いて4~5⽇
間隔で数回の薬剤散布を⾏います。

• 薬剤はDMI剤（EBI剤）やｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ系剤、またはｼﾞｰﾌｧｲﾝ⽔和剤とｻﾝｸﾘｽﾀﾙ乳剤の
混⽤散布します。同⼀系統の薬剤は連続して散布しないようにしてください。

• 天候不順が続くとき、くん煙剤の使⽤が施設内の湿度を上げないため効果的
• 散布は葉裏まで薬液がしっかりかかるように、多頭⼝の噴⼝を使って丁寧に
⾏ってください。

初発時 多発時
まとめ︓
1. 初発を⾒逃さないように葉裏を確認することが重要
2. 花びらがピンク⾊をしているときは注意
3. 初発を認めたらできるだけ早く薬剤散布を⾏う
4. 初発時の薬剤はあまり選ばないが、保温後はDMI(EBI) 剤を使う
5. 多発時はカビが⽣えている葉や果実はできるだけ取り除く
6. 多発時はDMI剤を中⼼に４〜５⽇間隔で数回の薬剤散布を⾏う
7. 同系統の薬剤は連⽤せず、散布は丁寧に⾏う

基本価格 1㎡＝1,200円
※床⾯積あたり

「光触媒」で施設やおうちをまるごとコーティング当社は
⽇本ペストコントロール協会の⼀員として新型コロナ発⽣施設の消毒を
実施しています。お客様から新型コロナ予防をという声も多く光触媒
（チタンコートアルファ）を使⽤し施設やおうちをまるごとコーティン
グするサービスを開始しました。

抗ウイルス施⼯済ステッカーの発⾏. 店
舗・オフィスの施主様には、来訪するお客
様が安⼼してご利⽤いただけるように、抗
ウイルス光触媒コーティング施⼯済証ス
テッカーを発⾏いたしております。

農業⽤ドローンデモ 3⽉17⽇に⼩⾖島での機械研修会に農
業⽤ドローンの講師として参加させて頂き60名ほどの参加者の
⽅々に⾃動⾶⾏、液剤だけではない粒剤散布についてご説明させ
て頂きました。
ドローンによる省⼒化の声は⾮常に⼤きいですが実際の使⽤場⾯、
費⽤対効果など⾊々⽣産者の⽅々の懸念事項は多いと感じていま
す。当社は防除業者として維持管理していますので皆様の様々な
疑問にお答えできます。そのような相談会を実施していきたいと
思います。ご要望は当社営業までご相談ください︕

⼤川地区でも実施、⾖つぶ剤の空⽟散
布デモは⽣産者の⽅に実施頂きました

⼩⾖地区 機械研修会

触媒チタンコートアルファとは︖
• 新型コロナウイルスを不活性化する効果が確認されている光触媒
• ⾷品、化粧品に使⽤される⼆酸化チタン使⽤で安⼼安全
• 効果の持続は約2年間
• 気になるニオイも除去可能



【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。

ドローン⽔稲本⽥防除請負受付中 そろそろ⽥植えが始まります。
今年度より⽔稲本⽥防除請負で2回セット防除を新メニューに追加しまし
た。1回⽬殺⾍殺菌、2回⽬殺⾍のみの散布になります。近年の異常気象
により、トビイロウンカの⼤量発⽣が問題になっていて稲の坪枯れ原因
にもなります。また多収⽶品種での病気の発⽣もあり、2回防除を推進し
ています。

※ 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。

mailto:drone@enpachi.co.jp
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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

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。

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が必要です。

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

⿃害対策施⼯

⿃よけジェル設置箇所

店舗農薬勉強会 3⽉は「上⼿な除草剤の使い⽅」に関する勉
強会を開催しました。⽇本曹達様、当社営業古川⿓より説明さ
せて頂きました。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
• 茎葉処理、⼟壌処理といった種類の違いが理解

できた。考えずに使⽤していた。
• 散布時期・希釈倍数について理解できた

※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。

4⽉開催︓ローテーション散布の基礎知識

5⽉開催︓殺菌剤の予防散布

6⽉開催︓内容調整中

本社 5⽉19⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 5⽉20⽇（⽊）

本社 4⽉14⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 ４⽉15⽇（⽊）

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

本社 6⽉16⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 6⽉17⽇（⽊）



〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「マスタープラン（年間計画）」 当社は3⽉決算。このアグリ通信が出る4⽉
から新年度がスタートを切っている。前期は新型コロナ、⿃インフルエンザなどのプラスやマイナスに振り回されジェットコース
ターのような⼀年であった。どうにか無事⼀年を締め括ることができたのはお客様や仕⼊先の⽅々、何よりも従業員たちが踏ん
張ってくれたお陰である。本当にありがとうございます。（記事を書いている3⽉最終週時点は未だ締まっていませんが。）
当社ではアメーバ経営を⾏っており左下にあるようなマスタープラン（年間計画）をアメーバ毎に策定、⽉次で採算を確認しなが
ら部⾨会議や経営会議を実施している。マスタープランの検討は年明けから実施しているが、3⽉最終週現在未だ決定していない。

なお、前年度はマスタープランの決定は新年度がスタート後の経営計画発表会の数⽇
前までずれ込んでしまった。
年間のマスタープラン策定の際、例えば「⼈を増やす」には、「採⽤コスト」が始め
必要になり、⼊社後には「⼈員増に伴う時間や経費が増」となるためそれを⾒越した
計画を組むことが必要である。しかしながら「〇〇を⾏う」となっていても、経費や
時間は前年踏襲で考えてしまい、そのような変化を「⾒えてくるまで考え抜く」こと
ができていないことが多いと感じる。京セラ創業者 稲盛和夫⽒は「⾒えてくるまで考
え抜く」ことの重要性を次のように説かれている。「私たちが仕事をしていく上では、
その結果が⾒えてくるというような⼼理状態にまで達していなければなりません。
（中略）これが「⾒える」という状態です。こうした「⾒える」状態になるまで深く
考え抜いていかなければ、前例のない仕事や、創造的な仕事、いくつもの壁が⽴ちは
だかっているような困難な仕事をやり遂げることはできません。」

新型コロナという未曾有の事態を経験すると改めて「組織運営」の
⼤変さを感じることが多かった。しかしながら、「組織」だから皆
で喜びを分かち合えるのだと思う。4⽉から新年度となる第73期が
スタート、2022年4⽉の経営計画発表会では皆で祝杯をあげられる
よう「⾒えてくるまで考え抜く」⼀年にしていきたいと強く思う。

【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

観⾳寺市
いちご⽣産者
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︕︕

⾬の後は花の⽔上りが
悪く⽇萎えてしまって
いましたが、「すずみ
どり」を吊るしてみる
とピンと⽴った花にな
りました︕︕

三豊市
花卉⽣産者
の感想です

【注意】カーメックス顆粒⽔和剤の使⽤回数は1回です
「カーメックス顆粒の⽔⽥畦畔向け上⼿な使い⽅
と注意点」に関するYoutubeリンクはコチラ →

⽔⽥畦畔での上⼿な雑草対策には⾼い⼟壌処理効果を持つ「カーメッ
クス顆粒⽔和剤」をお試しください。
雑草発⽣前に使⽤することで45〜60⽇間、⼀年⽣雑草を抑草できます

ULV5動⼒⽤・⼈⼒⽤ノズルも好評販売中︕ 農業Youtuberによる
ULV5紹介 ↓

収⼊

経費

時間

アメーバ経営における採算表の考え⽅）
収⼊  経費 = 差引収益
差引収益 ÷ 総時間 = 時間あたり採算
時間あたり採算の向上を考えていく。
マスタープラン(MP)…採算表ﾍﾞｰｽの年間計画

4⽉〜3⽉まで
採算表を⽉次で策定


