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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︕

ドローンでの遮光剤散布試験実施 6⽉8⽇に三⽊町内のイチゴ栽培のハウスにてドローンを使った遮光剤散布試験を実施し
ました。遮光剤散布は⽔量が必要、⼀般的に1,000㎡あたりに100L程度の遮光剤希釈液を動噴などを⽤いて散布しなければなりま
せん。ドローンのタンクは⼀般的に10L~20Lのため100L散布するには5~10回散布液の充填が必要となり現実的ではありません。
今回は⻄⽇本グリーン販売株式会社様に協⼒を頂き「散⽔ホースアタッチメントシステム」を装着したMG-1で散布試験を⾏いまし
た。「散⽔ホースアタッチメントシステム」は株式会社ワイズ技研により販売されており、地上の⼤容量タンクに繋がった散⽔
ホースを通して液体の散布が可能となるため、これまで不可能だった⼤量の液剤散布（1フライトで130リットル超程度）が可能と
なっています。遮光剤はレディソルを使⽤、1⽸(20kg)に対し⽔100L希釈してイチゴハウス1,000㎡に散布を⾏いました。

1,000㎡のハウスへの散布は作業に慣れていないことも
あり約1時間半かかりました。散布ムラもほとんど発⽣
せず直射⽇光が照りつけるハウス内では塗布した場所と
していない場所では明らかに体感温度が変わり⽣産者の
⽅にも効果をご確認いただきました。

今回の試験で⼤量の液剤散布をドローンでも実施可能と
いうことがわかりましたが、作業性（⼈数）、安全性、
其他様々な課題があることも分かりました。今後、当社
でも「散⽔ホースアタッチメントシステム」を導⼊し、
⽣産現場の省⼒化に貢献すべく様々な試験を⾏っていこ
うと思います。

ドローンを使⽤した遮光剤散布の動画は当
社Youtubeサイトにアップしています。
左のQRコードからアクセスください。

ハダニの防除 梅⾬が終わり湿度が下がってくるとハダニが急増します。⾼温で乾燥した環境を好み植物の葉裏に取りつき気が付いた時には⼤
発⽣していたことになりかねません。ハダニの⽣態を知り、侵⼊を防いで早めの駆除を⼼がけましょう。

ハダニの⽣態と被害の特徴
ハダニは「ダニ」と名前がついていますがクモの⼀種。（クモの仲間は⾜が8本、
昆⾍は6本）体⻑0.5㎜と⾮常に⼩さいため圃場やハウス施設内に侵⼊されて、ク
モの仲間と同様に⽷を出して移動し、⾵に流されて開⼝部から圃場へ侵⼊します。
交尾をしなくても繁殖が可能（無性⽣殖）なので繁殖⼒が⾼く増殖しやすいとい
われています。無精卵ではオスが⽣まれ、有精卵ではメスが⽣まれるようです。
メスは1⽇に数個から10個ほど産卵し、1世代で100個ほど産卵します。孵化した
幼⾍は3回脱⽪して成⾍となります。⽣育期間は温度によって前後し、25℃では
わずか10⽇前後で卵から成⾍になります。ハダニ類はおよそ70種類前後が存在す
るといわれ、種類によって寄主植物が変わります。

発⽣しやすい条件
• 暖冬で越冬量の多い場合は4〜5⽉の発⽣量が多くなる
• 5〜6⽉に⾬が少ない場合は7〜8⽉に多発する
• 秋期が⾼温で⾬が少ないと秋冬期に発⽣が多くなる
• 気温が8〜10℃以上になると増殖が始まり、28℃くらいまでは、温度が⾼く
なるにつれて増殖率は増⼤する。気温が⾼すぎると増殖は鈍る

• 施設栽培ではハダニにとって好適な環境が保たれるため多発することが多い

防除対策
• 薬剤の散布むらができないよう、密植や過繁茂に注意する
• 冬期にマシン油乳剤により防除する
• 散布液量の不⾜や散布むらでかからなかった⽊や部位から再び増殖すること
が多いため、散布むらがないよう葉裏を中⼼に散布する

• 薬剤抵抗性の発達が懸念されるため、ローテーション防除に努める

ナミハダニ カンザワハダニ ミカンハダニ

ﾓﾓ・ﾅｼ・⾖類・ｲﾁｺﾞ・ｷｭｳ
ﾘ・ﾅｽ・花卉類など

ｶﾝｷﾂ・ｶｷ・茶・ｲﾓ類、ｳﾘ類、
⾖類・ｲﾁｺﾞなど
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など
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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

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

ドローン⽔稲本⽥防除請負 当社では早稲の防除に向けて事前準備
を進めています。今年は⼀部の県では例年より1ヶ⽉以上も早くトビイ
ロウンカの発⽣が確認されているとのこと。申し込みはお早めに。

※ 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。

確認パウチの準備を進めています

店舗農薬勉強会 6⽉16~17⽇で「農業⽤ドローンの活⽤」
についてｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ様、ﾌｧｲﾄｸﾛｰﾑ様、OATｱｸﾞﾘｵ様に協⼒
頂き勉強会を開催しました。今回は6⽉から発売となった商品説
明もあり勉強にもなりました。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。

7⽉開催︓殺菌剤の効果的な使い⽅について

※ 8⽉は本社 8/18（⽔）、観⾳寺 8/19（⽊）にて実施予定です

本社 7⽉20⽇（⽕）

観⾳寺⽀店 7⽉21⽇（⽔）

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。

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

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

【しろあり対策】点検・お⾒積りは無料です︕
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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。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

【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

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

CS放送にてTV CM放映中
← 動画はQRから確認できます

発泡型投込剤

mailto:drone@enpachi.co.jp
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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 ↓

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。

ﾐ ｶ ﾝ ｷ ｲ ﾛ ｱ ｻ ﾞ ﾐ ｳ ﾏに代表される難防除害⾍は、ｾｲﾀ ｶ ｱ ﾜ ﾀ ﾞ ﾁ
ｿ ｳ，ｵｵ ｲ ﾇ ﾉ ﾌ ｸ ﾞ ﾘ等の圃場周辺雑草が主要な発⽣源となっ
ています。殺⾍剤の散布と同時に周辺雑草に除草剤の散
布を⾏うなどの総合的防除が効果的

「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。

第73期重点⽅針︓ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ形式

〜喜多社⻑のフィロソフィ⽇記〜「重点⽅針」 当社では部⾨別採算（アメーバ経営）を導⼊し5年以上が経過、導⼊
当初各アメーバリーダーが採算数字を気にし短期的視野に陥っていたことに危機感を抱き3年前から全社の「重点⽅針」を⽴て部⾨
内への浸透を図っている。現在4期⽬となり苦慮しながらも少しずつ進展してきたと感じている。
「業績数字が良い」と「⽅針の進捗が良い」のどちらを評価すべきだろうか︖勿論、両⽅良い（左図①）がベストではあるが「⽅
針の進捗が良いが業績数字が良くない（左図②）」と「業績数字は良いが⽅針の進捗が良くない（左図③）」では前者を評価すべ
きと考えている。世の中の様々な事象は原因があって結果が⽣まれるという因果関係の中に成⽴している。善い原因（重点⽅針）
を作れば必ず善い結果（業績）に繋がっていくため右肩下がりとなる③より右肩上がりとなる②のほうが継続的な経営を考える上
では評価すべきと考える。
当社では右下図のように5つの⼤⽅針からなる重点⽅針を作成し共有している。重点⽅針の項⽬はすぐに効果が⾒えないことも多い。
諸法無我という仏教の教えがある。全ての事象は影響を及ぼし合う因果関係によって成り⽴つ、独⽴して存在するものなどない、
という真理。すぐ結果が出るからやる出ないからやらないという⾃らの視野や範疇だけで判断せず何かに繋がっていると信じ⾏動
していくことが要諦なのかもしれない。「⽇本の農業を元気にする」という命題を当社では掲げている。そこに半歩ずつでも向
かっていけるよう⼀丸となり考え、⾏動していこうと思う。


