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AGRAS T30/T10予約販売受付中！DJIから新しい農業用ドローンAGRAS T30/T10が発表されました。

AGRAS MG-1P価格改定

発売は年明けからのスタートです。詳細は当社までお問い合わせください。

AGRAS T30
AGRAS T10

30L噴霧タンク, 散布幅7.5~9m
8L噴霧タンク, 散布幅4~6m

「AGRAS T30/T10共通機能」

AGRAS T30

・額縁散布モード
・前後にFPVカメラを搭載
・新粒剤散布装置
・スナップ構造のアームホルダー
・球面型全方向レーダー
・保護等級 IP67
DJI JAPANによるAGRAS

AGRAS T30/T10の発売に伴いMG-1P
価格が下記の通り改定されました。

税抜105万円 → 税抜75万円

T30/T10新製品発表説明は
下記QRコードよりアクセスくだ ※本体のみ
（機体＋送信機）
の価格となり
ます。。購入には登録、初期設定費用が別
さい。

途必要になります。

T30青枠とT10青枠の比較。
T30は大きい機体になります

AGRAS T10

DJI/他社を問わず空散ドローン保有者が
購入される場合は更にディスカウント可
能です。在庫販売となり限りがありますの
でお早めにご相談ください。

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、年間100~300haのドローン防除
を行うプロが教官となり指導にあたります。
（UTC農業教育プログラムインストラクター3名在籍）
UTC農業教育プログラム整備士が2名在籍、整備場も併設しているため機体購入・購入後のサポートも安心です！

← 当社教習所CMはコチラ
DJI AGRAS T-20の新規講習を11月8-12日で開校、学科・実技共優秀な成
績でライセンスを取得頂きました！今回受講いただいた藤田様に感想を頂きま
した。
普段は米麦、
ブロッコリー栽培を行っています。
ドローンの講習でしたがドローンの使い方だけではなく農薬のことについて詳
細まで説明してもらい大変勉強になりました。
具体的には、農薬の系統分類です。今までそのようなことを知らずに農薬を使
用していましたがはじめて知りとても勉強になりました。
また、
ドローンで使用
出来る農薬の情報等についても詳細に説明頂きました。今後の農業にも活用
していきます。

農薬上市情報の配信！
病害虫予察 / 病害虫相談
お得な情報の配信！

※ 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 →

冬野菜のハクサイダニにご注意を！！ かつては、
「ムギダニ」
として扱われていましたが、1993年に新種とし
て確認されました、
ほうれん草や白菜のほか、春菊、小松菜など、冬の葉菜類の被害が拡大しています。

「ハクサイダニの姿」成虫は、黒い胴体に赤紫色の足が8本ある独特の姿をしています。胴の背後部に肛門があり、
水滴状の排泄物をつけています。
ムギダニにも酷似していますが、
ハクサイダニのほうがひとまわり大きめです。0.7〜
1mm程度で肉眼でもはっきりと確認できます。
ハクサイダニはメスだけの単為生殖の生物で、
オスなしでの繁殖が可
能です。
そのため、突然多発することがあります。

「ハクサイダニの生態」ハクサイダニの主な活動期間は11~5月上旬で、特に12月と3月に多発します。10~11月

頃、土壌中で夏を越した休眠卵がふ化し、活動を始めます。幼虫から成虫となるのが11月〜12月頃です。活動期間中
に1〜2回の世代交代がありますが、活動期間の後期、主に第2世代以降が産卵した卵は、休眠卵となって、土壌中で
夏を越します。
そしてその休眠卵は、秋になってふ化して活動する、
というサイクルを繰り返します。暖冬の年はハクサ
イダニの発生時期が早く、大量発生する傾向があります。

「ハクサイダニの被害」ハクサイダニは、作物の葉の汁を吸うので、葉が灰色から白っぽく変色し、萎れてカールす

るように枯れていきます。芯葉付近に加害が多く、
その場合は、株全体が萎縮していき、最後は枯死してしまいます。
白
菜などの結球する野菜では、
内部にも侵入するので注意しましょう。

「ハクサイダニの耕種防除」: 現在、ハクサイダニに使用できる登録農薬

の適用作物の範囲は広くはありません。
そのため、耕種的防除をしっかり行
うことをおすすめします。

①被害株は直ちに処分する
②ほ場周縁の除草を徹底する
③収穫残さはすみやかに処分する
④夏季に太陽熱消毒を行う

農薬登録一覧表

○：ハクサイダニに登録のある農薬 △：ハクサイダニ以外の害虫に登録のある農薬
※農薬の使用には適用作物、使用時期、使用回数、使用方法を守り、正しく使いましょう

ハーモニー75DF + サーファクタント30
「麦除草」
の効果を大きくUp

サーファクタント30（500
倍）
を加用することで無加
用に比べ、残草量は1/5

シロアリ予防の保証期間

業務用米栽培

当社はゼンショーの委託栽培米サポーターとして業務用米栽培に取り組む生産者を 家屋のシロアリ予防の保証期間は通常5年間です。5年間の保証期間が過ぎると薬
シロアリ被害のリスクが年々高まっていきますので最新の
応援しています。栽培品種は麦作後に栽培可能で、食味は
「コシヒカリ」
に近いと言わ 剤のバリア効果が下がり、
シロアリ予防実施時期をご確認ください。
れる
「ほしじるし」
です。
「保証期間を過ぎてるな」
や
「しろあり対策
業務用米の需要
は何もしていないな」
という方はお気軽に
中食・外食等の業務用米の需要は今後も堅調な推移が期待される一方、現状は家
当社までご相談ください。
庭内食向け需要である高価格帯銘柄の作付比率が高く需要と生産のミスマッチが
起きています。需要が増えている業務用米の作付比率を増やすことで、新規需要の拡
大を見込むことが可能です。

収量で収益増加

業務用米は比較的安価で取引されますが、収量でカバーできるためうまく活用でき
れば同等かそれ以上の収益を得ることが可能。
また、
中食・外食産業と複数年での契
約栽培ができればさらに安定した収益を確保することが可能になります。業務用米
生産に興味がある生産者の方は当社までご相談ください。

床下のシロアリ被害。
このようにな
る前に予防しましょう

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。

農研機構のほしじるし品種に関する
詳細ページはコチラ ↓

シロアリの蟻道です。
見かけたら被害の可能性大！！
【観音寺営業所】
【本社営業所】
〒768-0011
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582 観音寺市出作町北道 1086
TEL 0875-25-3086
TEL 087-898-1200

「LINE お友達登録」
@enpachi̲agri で検索
QR コードはコチラから →

店頭勉強会 11月は「殺菌剤」をテーマにシンジェンタジャパン様にご協力頂き勉

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。

12月開催内容：
「銅剤の上手な活用の仕方」
本社開催： 12月15日
（水曜）
観音寺開催： 12月16日
（木曜）

※ 時間は13:30スタートでの開催です。
※ コロナ対策のため一度の参加人数に上限を設けています
※ 内容は変更となることがあります

勉強会のお申し込みは右のQRコードから →
勉強会に関するお問い合わせ先：
TEL 087-898-1200
担当： 山本、大西まで

参加いただいた方には粗品をプレゼント！！
参加いただいたお客様の声

・予防でもローテーション散布が大切だと理解出来た
・予防剤・治療剤の使用タイミングが理解出来た
・微生物（カビ・細菌・ウィルス）
によって薬効が違うこと
が理解できた

展着剤

ササラ

優れた濡れ性！
早く泡が消える！

登録の詳しい内
容はコチラから

病害防除剤
「ボトキラー」
と
「きつつき君」
で
病気のでにくいハウスに！！
きつつき君設置
は当社にご相談
ください

いちごでの使用
に関して

【観音寺営業所】
【本社営業所】
〒768-0011
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582 観音寺市出作町北道 1086
TEL 0875-25-3086
TEL 087-898-1200

「LINE お友達登録」
@enpachi̲agri で検索
QR コードはコチラから →

オオアレチノギク防除

秋冬期処理で、翌春スッキリ！

喜多社長のフィロソフィ日記「アイスバーグ
（氷山）
の理論」先日、機会があり香川胆識の会の先輩経営者の会社に工場見学をさせて頂いた。2015年に工

場を移転した際にトヨタ生産方式を導入、5Sが徹底され、管理レスなど様々な工夫をし成果をあげていることを教えて頂いた。
コロナ禍で、
同業・他業種など自社の経営改
善のための刺激を頂く機会を殆ど取れていなかったなぁと改めて痛感、今後もっと貪欲に刺激を頂く機会の創出を行っていこうと思った。
工場見学では経営についての説明も行って頂いた。数年前にクレド
（企業全体の従業員が心がける信条や行動指針のこと。
ラテン語で志・約束・信条を表す言葉で、企業理
念などとは少し違う意味合いとなる）
を作ったとのこと。氷山で例えるなら見えている部分である”成果・結果”を出すには見えない部分である”能力やスキル”を身に着けな
ければならず、能力やスキルを身につけるには”ふるまい・習慣・行動”を身に着けなければならない、
ふるまい・習慣・行動の原動力となるのが”意識・想い・人生哲学”などの
自身の価値観やなりたい姿を高めなければならない
「アイスバーグ
（氷山）理論」、
そのために”意識・想い・人生哲学”の階層にあたるクレドを作り従業員達に説明していると
いう話をして頂き非常に感銘を受けた。
当社では稲盛和夫氏の著書「心を高める、経営を伸ばす」
を使った朝礼を毎日
行っている。
また、
月に一度「致知」
を使った
「社内木鶏会」
も開催している。
こ
れらは人間の”根っこ”となる”意識・想い・人生哲学”を高めて貰うためである。
「心を高める、経営を伸ばす」
の本の表紙には
「素晴らしい人生を送るために」
とある。人間の根っこである”意識・想い・人生哲学”を高めること
（＝心を高め
る）
が、
「経営を伸ばすこと」
や
「素晴らしい人生を送ること」
に繋がっているの
だと私自身強く思う。
当社の経営理念には
「従業員の物心両面の幸福を追求する」
という目的を掲
げている。物心両面の
「物」
は報酬となるであろう、
そのためには従業員一人ひ
とりが高い成果・結果を上げられるようにせねばならない。物心両面の
「心」
は
人間の根っこである”意識・想い・人生哲学”、価値観やなりたい姿を高めて貰
うことが必要。今一度、
この
「アイスバーグ
（氷山）
の理論」
を従業員たちに説明
し
「成果（結果）」
を出すために
「考え方」
を高めて貰うことが重要であると意識
してもらおうと思った。

農業用無人車「XAG R150」

XAG R150は、複数の作業モードと作業内容に合わせた装備を備えており、農業、林業、果樹園など様々な分野において、正確で効率的なソリューショ
ンを提供します。RTKによる制御で正確な運行と散布が可能。散布モードでは100Lタンクを積載し、高速気流スプレーシステムやジェットスプレーヤー
によって農薬の完全自動散布を実現。噴射は左右に最大290度、上下に最大200度まで回転し、
最大散布幅は12m、最大作業効率は5.3ha/時です。
特に果樹や園芸作物において正確で省力的な散布作業が期待され、無人化の実現により、生産者の農薬散布の負担や作業者への曝露を大幅に軽減
します。

← XAG R150の紹介動画はコチラから確認出来ます
【観音寺営業所】
【本社営業所】
〒768-0011
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582 観音寺市出作町北道 1086
TEL 0875-25-3086
TEL 087-898-1200

「LINE お友達登録」
@enpachi̲agri で検索
QR コードはコチラから →

