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ドローンで使用可能な農薬 農林水産省では、平成31年3月に、”ドローンに適 AGRAS T30/T10予約販売受付中！
した農薬”について、新たに200剤の登録を推進する目標を立て、登録数の少ない露 絶賛予約受付中です！お問い合わせは当社まで！
地野菜や果樹用の農薬を中心に、"ドローンに適した農薬"の登録数の拡大を図って
AGRAS T30 30L噴霧タンク, 散布幅7.5~9m
います。
ドローンに適した農薬登録数は19年3月時点では646件だったのが21年12 AGRAS T10 8L噴霧タンク, 散布幅4~6m
月時点で912件と266件増えています。
内訳としては、増加数はトップが野菜類
T30/T10共通仕様）
+108件、稲 +83件と続いています。野菜類で登録が増えてきていますが、露地野菜
・額縁散布モード
の栽培現場での事例はあまり多くないと思います。今後、
当社としても散布試験を行
・前後にFPVカメラを搭載
いアグリ通信で共有していこうと思います。
・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
詳細は右のQRコードより →

農水省の
「ドローンで使用
可能な農薬」
のwebサイト
については下記QRコード
から確認できます

ドローン請負防除のプロが教えるドローン教習所

AGRAS T10

AGRAS T30

AGRAS MG-1P価格改定 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

※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
途必要になります。
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。

当社ドローンスクールの3つのメリット）
1.ドローン防除のプロが教える

2017年より延べ約1,850haの防除実績を持ち、
年間100~300ha防除実績のあるインストラクターが指導に当たり、
実戦防除までのサポートが可能です
（UTC農業教育プログラムインストラクター3名在籍）

2.空散可能な農薬・肥料・資材などの情報をタイムリーに入手出来る

← 当社教習所CMはコチラ

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！

農薬・肥料・ﾊﾞｲｵｽﾃｨﾐｭﾗﾝﾄ資材などの開発・登録情報をタイムリーに提供
農薬登録数は19年3月時点646件 → 21年12月時点912件
UTC農業教育プログラム整備士が2名在籍しているため購入後のサポートも安心！

3.喜多猿八ドローン防除チームに加盟することで副収入化も？

当社のドローン請負防除の一部は当社管理の元外部業者様に協力頂き実施しています
当社防除チームへの加盟は参加条件（技能・其他）
をクリア頂く必要があります
※ 条件詳細は当社までお問い合わせ下さい

水稲箱処理剤

新発売

【新技術：イチゴ栽培に朗報！！】紫外線（UV-B）
によるハダニ・うどんこ病の防除

施設栽培のいちごでは薬剤の抵抗性（耐性菌）
の発達でハダニ類・う
どんこ病防除は困難になっています、前記の病害虫は有効な化学農薬の種類が少なく、天敵や生物農薬等を利用しながら対処しているのが現状です、紫外線（UV-B）照射
でうどんこ病の抑制効果は既に報告されていましたが、
ハダニへも有効であることが確認されました、今回は新知見として紹介させて頂きます。
【うどんこ病の効果】

最適設置（定植）
○反射シートを畝上に展張し、
出来るだ
け株間・条間を広く定植する。
最適照射条件
○紫外線（UV-B)照射強度：0.12W/㎡
畝から1.8mの高さ、幅2.5mで畝に平
行に3m間隔で紫外線(UV-B)ランプ
を設置する。
○照射時間は夜間３時間
日の出３〜４時間前までに照射を終
了する。

【使用注意事項】
紫外線（UV-B）
のハダニ効果（卵の孵化、発育、産卵抑制、
致死効果）
は葉裏に当たらないと効果が期待できないので、
必ず反射資材（タイベック等）
を設置する。株が繁茂する春
季は化学薬剤や天敵を併用することで効果安定させる。反
射資材は地温低下があるので品種によっては冬季に生育に
影響がみられることもある。

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
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
れる
「ほしじるし」
です。

業務用米の需要

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
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。

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 ↓

【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 →

【予約受付開始！】
麦赤かび病請負防除

赤かび病は麦類の最重要病害の
ひとつで食品安全の観点からも対策は必須です。JGAP穀物2016に於いても管理
点5.3.1で麦のカビ毒汚染低減対策は必須項目です。防除委託を検討される方は当
社のドローン防除にお任せください！！
※ 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。
※ 麦赤カビ防除の申し込みの一次締切は2月28日です。
混用事例は
こちらから

ドローン防除アルバイト募集！！

期間：4月上旬〜4月後半（5-10日程度）
時間：5:30〜12:00くらいまで
（当日の作業予定により前後する可能性あり）
仕事内容：ドローン防除の作業補助（薬剤調合、
バッテリ充電、交通整理など）
時給：1,100円〜（技能により優遇します）
※軽トラ持ち込みの方は別途持ち込み料を支払います。
※連続勤務可能な方、7-9月の水稲防除にも参加頂ける方を優遇します。

お問合せ先： 087-898-1200（久保・在原まで）

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

店頭勉強会 12月は「銅剤の上手な使い方、土壌分析」についてアグロカネショウ

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。

1月開催内容）
本社：水稲ﾄﾞﾛｰﾝ活用
（肥料・ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶｲ対策）
観音寺： 除草剤について

1月19日
（水）
1月21日
（金）

※ 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
参加いただいた方には粗品をプレゼント！！

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（山本、大西まで）

当社では店頭での勉強会の他
、
ご要望に応じ個別の勉強会
を開催しています。
ご要望あら
ば当社営業までお問い合わせ
下さい。

「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

【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！

厳寒期のハチ交配にはカモンビービーをお試しください

※ 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。

喜多社長のフィロソフィ日記「DX化推進」新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。2020年6月より開始したフィロソフィ日記も1年

半継続することが出来ました。今年も継続し取り組んで行きます。
昨年（2021年）
の年初くらいからDXという言葉を新聞やニュースで目にすることが増えてきた。DXとはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略
であり、経済産業省は、
「DX推進ガイドライン」
において、DXを
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、
データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、
ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、
プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
と定義している。
当社では、私が入社した10年前の2012年からIT化・DX化の取り組みを開始、現在左下図にあるような様々な経営管理システムが稼働している。昨年は営業が社外にいて
も会社スマホから受注伝票を入力し販売管理システムに連携できるようシステム化し伝票入力にかかっていた工数を大幅に削減することが出来た。現在はアメーバ経営の
採算管理をEXCELからシステム化することを進めており3月から稼働開始予定である。
企業が生産性を高めるためには、企業活動としては必要だが採算向上に結びつかない工数を
極力圧縮、空いた工数を短期〜中期的に採算が向上していく仕事に振り向けていくことが重
要だと思う。
当社では今までIT化は進められてきたがDX化（IT化がビジネスモデル変革、業務
変革、企業文化・風土の変革に向かうこと）
とまでは至っていない。2022年はDX化元年とな
るようしっかり取り組んでいこうと思う。
農業場面に於いても、
当社で行っているドローン請負防除のような
「農業支援サービス事業」
の普及に於いても多くの障壁があると痛感している。実際、
お客様から共有頂く地番情報を地
図に落とす作業は非常に工数がかかるし、今後期待される自動航行に於いても測量が課題で
ある。農水省では
「農林水産業・食関連産業のデジタルトランスフォーメーション」
の中で
「農
林水産省地理情報共通管理システム
（eMAFF地図）」
に取り組もうとしている。農業現場を活
性化していくための
「農業のDX化」
には期待が大きい。
← 農水省「農林水産業・食関連産業のデジタルトランスフォーメーション」
はコ
チラ

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 →

