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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︕

ドローン散布マニュアル 今年に⼊り各地域でドローン実演
会を⾏い150名以上の⽣産者の⽅々に⾒て頂きました。粒剤散
布で使⽤できることやドローンの操作をアシストする⾃動航⾏
の機能などまだまだ知られていないことが多いと感じます。
今回、シンジェンタジャパンから「ドローン散布マニュアル」
電⼦ブックが発⾏されましたのでご紹介させて頂きます。ド
ローンによる薬剤散布においては、各機体と薬剤の特性に応じ
た設定や操作が必要。シンジェンタ社薬剤とドローン別の散布
装置の吐出性確認試験を綿密に⾏い、⾶⾏ルート例や各種諸元
の ⽬安表を作成を⾏ったとのことです。当社が請負防除や教習
を⾏っているDJI社のMG-1, T-20⽤もあります。

「ドローン散布マニュアル」はこちらからご覧頂けます
https://syngenta.libra.jpn.com/#/home?tags=171 

きゅうり「ミナミキイロアザミウマ」 今回は難防除であるきゅうりのミナミキイロアザミウマ対策について特集します。

被害）
成⾍・幼⾍が葉脈沿いに発⽣して汁を吸い、その部分の⾊が⽩く抜ける。葉裏では
なめられたようにその部分がテカテカと光る。汁を吸われた部分は後に⻩⾊、褐⾊
に変化し、多発すると葉全体が⻩褐⾊になる。病害と間違いやすいが、葉の裏に⾍
がいることにより区別できる。ウイルス病を媒介する。特にキュウリ⻩化えそ病
（MYSV）の被害が⼤きい。

⽣態）
春から秋まで7〜8回発⽣。雑草などから⾶来、春期作の防除を徹底しないと7~9⽉
の防除が困難になる。カボチャ・ナスなどさまざまな野菜や花で発⽣。

防除対策）
① アザミウマ類、特にミナミキイロアザミウマの防除対策を徹底する
② 施設栽培ではアザミウマ類の施設内への侵⼊を防ぐため、施設開⼝部に防⾍

ネットを展張する
③ 育苗は施設開⼝部に防⾍ネットを展張した育苗専⽤の施設を利⽤するか、育苗

場所に防⾍ネットをトンネル被覆し、アザミウマ類の侵⼊を抑制する。育苗期
から定植時の灌注や粒剤の処理を徹底し、栽培初期からのウイルスの感染を防
ぐ

④ 発病株は⼆次伝染源とならないよう発⾒次第抜き取り圃場外に持ち出し埋没等
により適切に処理する

⑤ 施設栽培では、栽培終了時にハウスを密閉処理しアザミウマ類を死滅させる。
密閉処理前にキュウリを抜根し短期間で株を乾燥させる

⑥ アザミウマ類は雑草にも寄⽣するため施設内、周辺の雑草を除去する
⑦ 薬剤抵抗性の発達を防ぐため、同⼀系統薬剤の連⽤を避け必ずローテーション

防除を⾏う

初発 多発 激発枯死

成⾍・幼⾍が⾷害。成⾍の体⾊はオレン
ジ⾊で、背中の翅が⿊い筋のように⾒え
る。体⻑は１ミリで細⻑い。幼⾍は⻩⾊
く細⻑いウジ⾍のように⾒える。
⻩化えそ病
（MYSV︓ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ媒介）

使⽤⽅法 薬剤名 倍数使⽤量 安全使⽤ IRACｺｰﾄﾞ

⼟壌施⽤
プリロッソ粒剤 2ｇ／株 定植時 4A

ベリマークSC 400株当り2~20L
（1株当り5~50mL） 定植当⽇ 28

株元潅注 モベントFL 500倍 定植当⽇ 23
ディアナSC 3,000倍 前／2 5

散布

ｽﾋﾟﾉｴｰｽ顆粒⽔和剤 5,000倍 前／2 5
アファーム乳剤 2,000倍 前／2 6

プレオFL 1,000倍 前／2 UN
コテツFL 2,000倍 前／3 13

グレーシア乳 2,000倍 前／2 30
ヨーバルFL 2,500倍 前／3 28

ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の防除対策
ジャンボタニシの発⽣が増えています。農⽔省web（右のQR
コード）にジャンボタニシの防除対策（春夏編）がアップされ
ています。 →

ドローンでも散布可能

⽔⽥のスクミリンゴガイ防除に

特徴
粒数が多く、散布しや
すい
（約144,000粒/袋）
動⼒散布機で散布可能

WCS稲に
使⽤可能

ドローンでも
散布可能

対策マニュアルには「⽥植え時の薬剤散布は発⽣して
いる場合に必ず実施ください」とあります。ジャンボ
たにしくん（ﾒﾀﾄﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤）やスクミンベイト3
（燐酸第⼆鉄粒剤）を⽤途毎に選択し対策ください。

← スクミンベイト3特集サイト

WCS稲に
使⽤可能

有機JASに
使⽤可能
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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

店舗農薬勉強会 4⽉は「ローテーション散布の基礎知識」に
ついてシンジェンタジャパン様に協⼒頂き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。

※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。

6⽉開催︓農業⽤ドローンの活⽤（薬剤他）

7⽉開催︓内容調整中

本社 6⽉16⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 6⽉17⽇（⽊）

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

⿃よけジェル設置箇所

本社 7⽉20⽇（⽕）
観⾳寺⽀店 7⽉21⽇（⽔）

基本価格 1㎡＝1,320円
（税込）※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。

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

参加いただいたお客様の声
• 農薬の分類がよくわかった
• ラベルの⾒⽅、分類コードを初めて知った
• 農薬散布を考えてできるようになれそうだ

5⽉開催︓殺菌剤の予防散布
本社 5⽉19⽇（⽔）

観⾳寺⽀店 5⽉20⽇（⽊）



【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

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。

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

防草シート 施⼯も
ご相談ください︕

デュポン プランテックス（防草シート）で雑草を⻑期抑制（5〜10年）

果樹園 ⽀柱周り⽔⽥畦畔電柵下

⼤⻄ 勇介（おおにし ゆうすけ）

趣味︓アニメ鑑賞、動物観察
特技︓⾛ること、乗⾺（︖）
抱負︓営業や農業についてまだまだわから
ないことが多いですがしっかり勉強しお客
様の役に⽴つ営業マンになります

⼭本 栞奈（やまもと かんな）

趣味︓アニメ鑑賞、読書
特技︓フルート演奏
抱負︓⽇々勉強し、⼀⽇でも早くできる
ことを増やしていきます

新⼊社員紹介

45年に渡り当社・
⾹川の農業を⽀え
てきた営業 三⾕⽒
が65歳を迎え退職
しました。ありが
とうございまし
た︕︕

mailto:drone@enpachi.co.jp


〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「第73期経営計画発表会」
4⽉10⽇に73期経営計画発表会を実施。私から全社の前期振り返りと今期MP（マスタープラン︓年間計画）、経営⽅針を発表し、
各部⾨⻑から各部⾨毎に熱意を込めて発表、最後にグループに分かれてのグループディスカッションを⾏った。前期は新型コロナ、
⿃インフルエンザなどのマイナス・プラスや⼈の⼊れ替わり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が従業員たち
⼀⼈ひとりの頑張りのお陰で減収減益となったが微減に留めることができた。73期となる今期は改めて真価を問われる⼀年だと捉
えている。
⽇本の農業を取り巻く環境は依然として厳しいものがある。先⽇発表された農業センサス2020では全国の農業経営体数は5年前の
1,377千経営体から1,076千経営体となり301千経営体が減少（21 .9%減）となっている。そのような環境下で会社を成⻑発展さ
せていくには過去の延⻑線上ではない視点や取り組みが必要となる。

以前も共有したが「諸⾏無常」という仏教の基本的な考えがある。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。農業⼈⼝減、耕作放棄地の増⼤など農業を取り巻
く環境は⼤きく変化しつつある。スマート農業という省⼒化への技術⾰新も著しい。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実践、結果を残せる73期にしようと思う。
実践あるのみっである︕

【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
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【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 ↓

発泡型投込剤

←↙↓ MP達成表彰営業ユニット

サービスユニット ビジネスサポート

↓ 個⼈表彰 ↓

薬剤混⽤可

在原さん

原則単剤使⽤

古川（⿓）さん


