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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︕

コブノメイガの防除

ドローン遮光剤散布試験（第⼆弾）7⽉28⽇にドローンを
使った遮光剤散布試験を三⽊町内の⽣産者のイチゴハウスで実施しまし
た。今回も前回同様「散⽔ホースアタッチメントシステム」を装着した
MG-1を⽤い11倍希釈のレディソルを⾯積10aに散布しました。約
170Lの希釈液は30〜40分で散布、合計の作業時間は約1時間でした。
試験させて頂いた⽣産者は昨年の夏、⾼温の影響で育苗に苦労したとの
こと、遮光率・遮熱率共約20%の効果は⾒込めるため、当社としても経
過観察を⾏っていこうと思います。

農業⽤ドローンの使⽤場⾯拡⼤
可能性を追求し様々な場⾯での
検討をこれからも実施しようと
思います。

シロアリの蟻道です

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会員に加盟しています

被害と発⽣⽣態）
ウンカと同じく毎年梅⾬時期に成⾍が海外から⾶来する。⾶来後、⽔⽥のイネを⾷害しながら
2~3世代発⽣を繰り返すが、国内では越冬しない。
幼⾍は葉を縦に筒状に綴ったり2~3枚を合わせた葉の中に潜み、内側から葉⾝をかすり状に⾷
害する。被害葉は⽩く⾒えるため、多発すると遠⽅からでも⽔⽥が全⾯⽩く⾒える。例年、7
⽉中旬頃からみられるが、上位葉が加害されると 特に被害が⼤きくなる。減収等の被害が問題
となるのは、幼穂形成期から出穂期に上位2葉の被害葉率が15%（株率80%程度）以上の場
合。なお、被害は6⽉植え以降の遅い作型や葉⾊の濃いイネで⼤きくなることがある。
成⾍が⾶来してくる時期や量はその年の気象に⼤きく左右されるため、防除適期は毎年異な
る。このため、発⽣予察情報を参考に圃場での発⽣動向を確認して防除適期を逸しないよう計
画的な対策を取ることが重要である

1)耕種的・物理的防除
• 葉⾊の濃いイネは被害が出やすいので、窒素過多を避ける
• 周囲より極端な遅植えは避ける

2)薬剤防除
• 年により発⽣時期、発⽣量が変動するので発⽣予察情報に注意し、防除適期予測情報 を

参考に適期防除（若令幼⾍最盛期）を実施する。多発時には2回防除が必要であるが、出
穂時までに防除を⾏う

• 6⽉下旬~7⽉中旬頃に成⾍が多⾶来した場合、その7⽇後以降の次世代幼⾍による 被害葉
やつづり葉の葉率（上位2葉）が20%以上の場合は防除を実施する。

• 防除の適期、粉剤や液剤で防除を⾏う場合は成⾍最盛期(8⽉上旬頃)から7⽇後若齢幼⾍
最盛期、粒剤の場合は成⾍最盛期に⾏う

• 6⽉中下旬植の遅植えでは8⽉下旬〜9⽉上旬の第2世代成⾍最盛期後の発⽣にも注意する

⽅法 薬剤名 倍数使⽤量 安全使⽤ RACｺｰﾄﾞ
散布 パダンSG顆粒⽔溶剤 1,500倍 21/6 14
散布 トレボン乳 1,000倍 14/3 3A
散布 キラップジョーカーFL 1,000倍 14/2 2B, 3A
散布 パダン粒剤４ 3〜4kg 30/6 14
散布 パダンバッサ粒剤 3〜4kg 30/5 1A, 14
散布 トレボン粉剤DL 3〜4kg 7/3 3A

散布 ハスラー粉剤DL 4kg 21/2 U14, 16.1
U18, 4A

成⾍幼⾍ 蛹

葉をかすり状に⾷
べ、⽩くなる

激しい⾷害を受けた⽔⽥は全
⾯が⽩く⾒える

葉が⽩くなり始めたら

前回実施した遮光剤
散布動画の様⼦。右
のQRコードからアク
セスください散布箇所無処理

点検・お⾒積りは無料です。
まずはお気軽にご相談ください

殺菌剤カナメFL
登録内容はコチラ →



【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

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。整備場も併設しておりますので免許取得・機体
購⼊・購⼊後のメンテナンスも対応致します。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。
※お申込から教習まで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

MG-1組⽴の様⼦

MG-1組⽴前

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

当社教習所
CMはコチラ

↓

特徴 潅⽔処理 茎葉処理除草剤・潅⽔処理

商品

ゲパード
粒剤

ゲパード
ジャンボ アレイルSC

クリンチャーバ
スME液剤

薬量 1kg/10a 1袋/10a 500ml/10a 1000ml/10a

特徴

4つの優れた除草成分を組み合わ
せたことにより、とりこぼしてし
まった問題雑草も、落⽔いらずの
「湛⽔処理」でまとめて⼀掃。こ
れまでのとりこぼし除草への不満
を解消

茎葉と根の両⽅か
ら⼆段構えで作⽤
するため、これま
で以上に安定した
雑草防除を実現

茎葉散布で5葉期
までのノビエを枯
殺。⽣育の進んだ
広葉雑草や多年⽣
雑草にも⾼い効果。
ｷｼｭｳｽｽﾞﾒﾉﾋｴ防除
に使える

⽔稲中期除草剤

【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

新発売

待望のドローンで散布可能な追肥

⽔稲殺⾍剤︓エミリアフロアブルの特徴
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!!
新規IRACコード: 4F ピリジリデン系
イオンチャネルを開⼝させる既存剤(ネオニコチノイドなど)
とは、作⽤機構が異なりますので、交差耐性などはありません

ウンカ類、カメムシ類など様々な害⾍に⾼い効果を発揮

mailto:drone@enpachi.co.jp


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

⽣物学的な危害要因対策 HACCPが義務化されることもあり、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（ペストコ
ントロール事業）を⾏っています。詳細については当社までお問い合わ
せください。

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

店舗農薬勉強会 7⽉は「殺菌剤の効果的な使⽤」について住
友化学様に協⼒頂き勉強会を開催しました。FRAC ,  耐性の話も
あり、効果的な防除を学んで頂いたのではと思います。
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。

8⽉開催︓バイオスティミュラント※の活⽤

9⽉は本社 9/15（⽔）、観
⾳寺 9/16（⽊）の予定です

本社 8⽉18⽇（⽔）

観⾳寺⽀店 8⽉19⽇（⽊）

少⼈数開催のため⽇頃疑問に思
うことにもお答えできるような
座談会形式で⾏っています。
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
いていますので奮ってご参加く
ださい。

「ねぎ」につく幅広い害⾍に
卓効を⽰します
・シロイチモジヨトウ
・ネギコガ
・ネギアザミウマ
・ネギハモグリバエ

今までの殺⾍剤が効きにくく
なったネギアザミウマに対し
ても⾼い効果を発揮。

ミナミアオカメムシ ミナミアオカメムシ

アルバリン粒剤は穂揃期から出穂後
10⽇間が散布適期です。

※ バイオスティミュラントは、植物に対する⾮⽣物的ストレス
を制御することにより気候や⼟壌のコンディションに起因する植
物のダメージを軽減し、健全な植物を提供する新しい技術です。
⽇本バイオスティミュラント協会のwebからご確認ください →



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。

【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

〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「グループディスカッション」
7⽉10⽇に全社員が集まり全社会議を実施、前四半期の振り返り、当四半期の⽅針を共有した。第⼀四半期（4-6⽉）は⼈の⼊れ替
わりの影響もあり⼤変な状況であったが従業員達の頑張りのお陰でMP（マスタープラン︓年間⽬標）を達成することが出来た。
全体会議の後半ではグループディスカッションを実施、テーマは「理想のリーダーについて」であった。各グループでのディス
カッションは全員が真剣な眼差しで参加、ディスカッション後のグループ毎の発表では「決断できる、ブレない、進むべき⽅向に
組織を束ねる」など理想のリーダー像に対し、現在の⾃分達とはギャップが⼤きいという意⾒が⼤多数であった。
リーダーの不変の責務は「組織を安全なところへ導くこと」だと考えるが、周り（上司・リーダー）に求めることと⾃⾝の⽴ち振
舞は別物として捉えがちである。しかし、幸せな⼈⽣を歩むため、⼈間性を⾼めていくには⾃らの⽴ち振舞を客観的に捉え周りに
求めることと同じように⾃律・⾃制していくことが重要だと思う。今後も定期的にこのようなグループディスカッションを開催し
⼀⼈ひとりが⼈間的に成⻑する機会にしていこうと思う。
グループディスカッション後は⼟⽤の丑の⽇にちなんで「うなぎ弁当」を全員で⾷べ終了した。第⼆四半期（7-9⽉）はドローン防
除、害⾍駆除を始め、様々な仕事がピークを迎える。この⼭を乗り切るには⼀⼈ひとりがリーダーシップを持ち、お互いを助け合
うことが必須である。10⽉頭にある次回の全社会議では良い振り返りができるよう “うなぎパワー”で全員⼀丸となり乗り切ろうと
思う。

ベネビアODの「広範囲な害⾍への速やかな効果」を
ドライバーが「瞬時に隙間まで濡れ広げて」アシスト。

厄介な害⾍の防除に⾼い効果を発揮します。

ﾗｳﾝﾄﾞﾉｽﾞﾙULV5ｾｯﾄ【動⼒⽤】【ﾊﾞｯﾃﾘｰ・⼈
⼒⽤】の噴霧器ﾒｰｶｰ別の推奨機種、及び作物
名・適⽤場所についてはweb, 製品ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
をご確認頂くかお問い合わせください。

うなぎ弁当の写真
撮り忘れたためｲﾒｰｼﾞ写真です

薬剤混⽤可 原則単剤使⽤


