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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︕

キク⽩さび病の防除 キク⽩さび病はキク類での主要な病害。「⽩さび病が⽌ま
らない」「農薬が効かない」といった声が多く聞かれます。特徴と対策を共有します。
⽩さび病の特⻑︓
1. キク⽩さび病菌はキク類のみに感染する⽷状菌（カビ）の⼀種です。 葉に形成

された⻩⽩⾊の「いぼ」は胞⼦が集まったもので、表⾯が濡れていると胞⼦が
増殖します。増殖した胞⼦は⾵⾬によって⾶散し、キクに付着すると体内に侵
⼊し再び葉に⻩⽩⾊のいぼを形成します。⽩さび病菌は⾼温条件下で感染⼒が
低下する特徴を持っています。

2. このため、梅⾬時期や秋⾬時期などは降⾬により葉が濡れるため感染リスクが
⾼くなります。また、盛夏期には⾼温により感染リスクは低くなります。

防除対策）
• 育苗段階での徹底防除による苗の無病化
• 親株は無発病株を⽤いる
• 定植後の予防散布
• 罹病株が周辺のキク類に対する伝染源となるので
抜き取り、適切に処分する

• 適切な肥培管理を⾏い、⽣育を良好に保つ
• 施設栽培では多湿にならないよう換気をする

FRAC 農薬名 倍数 使⽤時期・回
数 予防 治療

１ ベンレート⽔和剤 1,000 ー △ ×
３ チルト乳剤 3,000 初/3 △ △
３ アンビルFL 1,000 初/7 △ ○
３ ラリー乳剤 3,000 初/5 ◎ ◎
７ アフェットFL 2,000 初/3 △ △
11 アミスター20FL 2,000 初/5 ◎ ◎
39 ピリカット乳剤 1,000 初/6 ○ ×
M1 サンヨール乳剤 原液 8/6 ○ △
M2 コロナFL 800 － ○ △
M3 ジマンダイセンFL 500 － ○ ×
M5 ダコニール1000 1,000 ー ◎ ×

葉表 →
← 葉裏

店舗農薬勉強会 5⽉は「殺菌剤の使い⽅」についてアグロカ
ネショウ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について

7⽉は7/20（⽕）本社、7/21（⽔）観⾳寺にて実施予定です。

本社 6⽉16⽇（⽔）
観⾳寺⽀店 6⽉17⽇（⽊）

参加いただいたお客様の声
• 銅剤の使い⽅・効果についてよくわかった
• 予防と治療について理解できた
• ローテーションの重要性がわかった

ドローンでの⽔稲除草剤請負散布 ⼩⾖島の営農集団から相談が
あり⽔稲除草剤の請負散布を実施、減農薬栽培ということもあり2成分の
メガゼータFG剤を散布しました。この営農集団では⽔稲の除草剤散布に
ついても以前から省⼒化したいというお話がありました。当社では⻨⾚
カビ防除、⽔稲本⽥防除以外でも⽣産者の省⼒化のためにドローン防除
相談が可能です。ご相談ください。 今回は開度45％、インペラ回転

600回転で⾶⾏速度10kmで作業を
実施。散布幅15m(畦畔から7.5m)
で10aあたり約30秒で作業ができ作
業効率が⼤幅に改善されます。

農業⽤ドローンの活⽤では下記内容を予定しています。
• ドローン散布⽤の粒剤・⽔稲除草剤の情報
• ドローン散布専⽤⽔稲追肥（新商品）

参加・アンケートにお答え頂いたお客様に粗品をプレゼント
させて頂きます。

6⽉に発売開始の
新商品情報︕

薬剤混⽤可 原則単剤使⽤
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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

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

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

発泡型投込剤

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。
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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

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 ↓

【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

ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ
登録農薬⼀覧
R3/3/31時点

↓

mailto:drone@enpachi.co.jp
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Meiji Seikaファルマ(株)の除草剤「ザクサ」 は2021年の3⽉をもって発売10
年となりました。今後も皆様の雑草防除にお役に⽴てるようにと、この度各種
SNSの公式アカウントを⽴ち上げました。「雑草ウィキペディア」を⽬指して、
商品情報をはじめ、季節に合わせたお役⽴ち情報や企業活動情報などをお届けし
ていきます!それぞれのページは以下のQRコードからアクセスください。

〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「⽇次採算表」 当社では部⾨別採算の仕組みとしてアメーバ経営を導⼊している。
以前、盛和塾⾹川（現在の⾹川胆識の会）のアメーバ経営に関する勉強会で導⼊企業の多くが⽇次採算表を社内に掲⽰し⽇々採算
を社内で⾒える化していることを知り、当社でも採算意識を従業員達に持ってもらうために数年前から⽇次採算を導⼊し朝礼で読
み上げを⾏っている。

当社の⽇次採算表（左下に参照）は受注⾼、販売粗利額、総⽣産で構成し、進捗率（⽉の実績／⽉次の予定額）が経過率（営業経
過⽇数／⽉の営業⽇数）を上回っていれば⿊字、進捗率が経過率を下回っていれば⾚字とし⽉次予定に対する進み具合がわかりや
すいよう⼯夫している。進捗率が経過率を⼤きく下回っていたり、負けがこんでくると部⾨内のモチベーションが低下し⽉次の達
成が困難となる。このため、⽇々進み具合を⾒ながらリーダーたちが舵取りしていくことが重要となる。

京セラ創業者でアメーバ経営という経営管理⼿法を編み出
した稲盛さんは「今⽇⼀⽇⼀⽣懸命に⽣きれば、明⽇は⾃
然に⾒えてくる。明⽇を⼀⽣懸命に⽣きれば、⼀週間が⾒
えてくる。今⽉⼀⽣懸命に⽣きれば、来⽉が⾒えてくる。
今年⼀⽣懸命に⽣きれば来年が⾒えてくる。その瞬間瞬間
を全⼒で⽣きることが⼤切なんだ。」と⾔っている。

当社ではアメーバ経営を導⼊し社内ルールや伝票処理など
社内業務は格段に増加したが、従業員たちの採算意識は格
段に⾼まった。4⽉からの新年度も今⽉で第1四半期が終了
するが経過率を上回る進捗率を残し「マスタープラン（年
間計画）達成」が⾒える状態にしていきたいと強く思う。

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

経過⽇数／営業⽇数で経過率
を算出。進捗がプラスだと⿊
字、マイナスだと⾚字で表記
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