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「農家と共に」を大切に
創業当時から、肥料、農薬、種籾などは扱っておりましたが、2019年に新た
にドローン事業部を立ち上げました。これまで、多くの農家では農薬を「意味
のない時期に、意味のない撒き方」するという課題が発見されました。ドロー
ン以前もラジコンヘリによる農薬散布はありましたが、ヘリは１機で1000万円
以上もかかります。それに比べ、ドローンは1台100万円ほどと、コスト面でも
非常に優秀です。課題解決に向けて、ドローンを取り入れることで、農薬散布
を適期に行うことができるようになり、農家の方々からも「農薬を撒くのに最善
のタイミングで散布できたことで、しっかりとした品質の良いお米を生産できる
ようになって良かった」と伺っています。
「農家と共に」という信念があるからこそ、農家の方々が必要としているものを
取り入れて、新たなことに挑戦しているのです。

読者の皆さんに向けて
メッセージ

事業紹介 農業資材事業紹介 農業資材

扱っている農業資材
肥料、農薬、培土、種、ドローン、スマートアシスト ( 自動運転す
る機材 )、無人化システムのアプリ ( 乾燥施設向け )※デモ段階

我々の強み
農家の方々には、肥料や農薬、ドローンに至るまで、まと
めて購入いただけるメリットがあると思います。また、ＧＡ
Ｐ(＝農業生産工程管理 )といって、倉庫管理、安全管理
といった持続可能性を確保する資格も保有しており、農家
の方へ指導もできます。それにより、消費者に向けて、「食
の安全性」を含めて提供できるようになり、消費者から継
続して購入いただける仕組みを農家の方々と一緒に考え
ることができるようになりました。これらは、農家の持続
性にも繋がると考えており、共に事業を継続させていくた
めには欠かせません。さらに、「未来につながる、持続可
能な農業」の実現として、耕作放棄になった水田を活用し、
オーガニックレンコンを栽培するなど、SDGs への貢献に
も積極的に取り組んでいます。

農家と共に、お互いに成長するという信念
農家とは大切なパートナーとして、これまで苦労を共にし
ながら、さらにお互いに事業を守り抜いてきました。これ
からも、更にお互いに事業を向上し合えると考えています。
広い意味で、「日本の安全な食を支えている存在」として、
今後も一緒に守っていきたいと思います。これは、自分た
ちだけではできないことなので、農家の方々と、お互いに
成長しながら発展させたいと考えています。自分たちもビ
ジネスとして、稼がなければならないですし、農家の方々
も同様です。だからこそ一緒に考えるという信念を持って
います。どちらか片方だけが成長したとしても、革新的な
発展は見込めません。共に向上していくことを念頭に、日々
奔走しています。

後付け可能、メーカー、機種の新旧問わず多種農機に対応しています。
お手持ちの農機に取り付けるだけで、自動操縦が可能に！
※完全自動運転ではありません。
　完全自動運転は一部 ISOBUS 搭載機種に限ります。

「農家と共に」の精神で、向上心を持って、色々な取り組みに挑戦中。
これから先、何十年、何百年と事業を継続させていくために、
できることから取り組んでまいります。

消費者には我々「生産者の顔」が見えることで安心感を
抱いていただけると考えています。それは商品として店頭
に並ぶまでの肥料～安全管理といった、工程全てに関わ
ることで、伝えられることがあるからです。

農家への人材派遣や、消費者・生産者・環境にとって
安全を確保した取り組みを行っていく活動は、新規サー
ビスとして面白い取り組みだと捉えています。これらも
農業資材の一環として考えており、新たな価値の提供
も積極的に行ってまいります。農業生産者の皆さまも、
是非とも安全管理面や農業のやり方の見直しという側

面からも、経営者として御一考いただければ幸いです
し、共に協力し合いながら向上し、持続していける道を
模索できればと思います。
農家の方々、そして異業種の方でも構いません。一緒に
ビジネスを多角的に高めあえる方々からのお声掛けも
お待ちしています！

 ● お問い合わせはこちらから
合資会社羽生惣吾商店ドローン事業部／
ジャパンアグリサービス千葉分校
〒287-0001 千葉県香取市佐原ロ 2116
電話：0478-52-2212 ／ FAX：0478-52-5853

農機スマート操縦システムの取り扱いを開始しました！農機スマート操縦システムの取り扱いを開始しました！
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いつもありがとうございます。これからも、どう
ぞよろしくお願いします！

一緒に働いている方へメッセージ

出身国：ベトナム

DO VAN DUC（ドゥック）さん

   ふくだ     かつとし

福田 勝利さん

今回は、ベトナム出身のドゥックさんにインタビュー。
故郷のおすすめの場所やお仕事の目標などについて教えていただきました。
さらに、ドゥックさんをよく知る福田さんにもお仕事ぶりや
人柄についてご紹介いただきました！

今回は、ベトナム出身のドゥックさんにインタビュー。
故郷のおすすめの場所やお仕事の目標などについて教えていただきました。
さらに、ドゥックさんをよく知る福田さんにもお仕事ぶりや
人柄についてご紹介いただきました！

好きな日本食

焼肉
特に牛肉が大好きです。

出身国のおすすめ

ビンシティー(Vinh City)

私の故郷の街であるビンシティー
がとても綺麗でおすすめです！

ドゥックさんをよく知る

福田さんにもインタビュー！

今後の目標と意気込み

もっと日本語を勉強して、仕事を
頑張りたいと思います。

ドゥックさんの仕事内容
主に精米工場での玄
米 投 入・袋 詰 め・商
品の梱包・出荷の業
務を行っています。

ドゥックさんの印象や性格
いつも仕事を一生懸命頑張っている姿を見て
います。今後はコミュニケーションを円滑にす
るために、もう少し日本語の勉強を頑張ってほ
しいなと思います。日本語がさらに上達したら、
活躍の場も自然と広がっていくことでしょう。

ドゥックさんのここがすごい！ 
黙々と仕事をしているとこ
ろ。いつ見ても一生懸命に
仕事をする姿は、きっと周囲
の人にも刺激を与えている
と思います。

お仕事の楽しいところ

どんな仕事でも楽しいと感じ
ます。
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糸川 陽色さん
いとかわ          ひいろ

キャプテン 

羽生 惣亮さん
はにゅう          そうすけ

監督

12期生の印象
何かしらやらかしていたイ
メージが強くあります ( 笑 )
12 期はコロナ禍のため思う
ような練習ができなかった
なか、シニアとポニーに分
かれて活動した初めてのメ
ンバーです。そのため勝手
が分からず色々と大変でし
たが、最後までよく頑張っ
てくれました！

成長できたと感じること 
３年間香取ベースボールア
カデミーとして活動して、
人として成長できたことが
たくさんありました。これ
から社会人になっていく
我々にとって、挨拶や礼儀
など必要不可欠なことを学
ぶことができました。また、
野球の面では、野球ノートに自分の考えをまとめたり、試
合後のミーティングで話し合った課題点をもとに練習に
取り組んだりと、自分の意志をもって行動することがで
きるようになりました。

一緒に頑張ってきた仲間へ
これから、各々違う道を進んでいきます。香取ベースボー
ルアカデミー12 期生として、これまで学んだことややっ
てきたことを思い出して、自分の目標に向かって頑張っ
ていきましょう。今までありがとう！

実施要項

第 12 期生の皆さん、卒団おめでとうございます！  今回は、12 月13 日に行われた卒団式の様子や
羽生監督とキャプテンの糸川さんからのメッセージを紹介します。

成長したと感じる部分
野球ができるようになったことはもちろん、以前よりも視
野が広がったように思います。野球のプレー中でも視野の
広がりを感じますが、日常生活でも周囲の人の行動を見て
さりげない気遣いができるようになったり……。人間的な
成長も感じられるようになりました。

保護者の方へ
シニアとポニーの２チームでの活動という、全国初の試み
にご協力いただき感謝しております。子どもたちが紡いで
くれたこの縁を大切にしていきたいと思います。引き続き、
よろしくお願いいたします。

卒団する3年生に向けて 
高校野球での活躍を楽しみにしています。皆がこれから活
躍してくれることが私たちの評価であり、人生の楽しみで
す。帰る場所はあるので、思い切って勝負してください！陰
ながら応援しています。


