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水田畦畔の雑草防除に

畦畔を崩さず安心

難防除雑草に有効

畦畔管理の費用対効果試算（例 : 広島県）

畦畔管理にバスタ液剤を取り入れることで、省力化とコスト削減につながります。

●バスタは薬剤がかかった地上部のみを枯らします。
●雑草の根は地下に残るため草刈りと同程度の強度を保ちます。

●畦畔から水田に侵入する雑草の防除に
　有効です。

BASF社の登録商標

アシカキ イボクサキシュウスズメノヒエ

●各管理手法の１回の作業面積 ： 年間の水田10aあたり畦畔面積100㎡と仮定して算出
●1回あたりの作業時間　刈払機 ： 1.01時間　バスタ散布 ： 1回15分
●人件費 ： 時間あたり1,000円で試算
●燃料代 ： 混合油1時間当たり190円試算
●薬剤費 ： １L＠3,900円、10L/a散布　薬量100ml/aで試算

出典 ： 平成22年畦畔管理省力化マニュアル
 （広島県北部、西部、東部農業技術指導所）

●畦畔管理手法と労働時間の比較 ●畦畔管理手法と費用の比較
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バスタは
水田畦畔を
崩しません！

しまなみ・やまなみ版 ２０２０







私たち畦畔でのバスタ散布はじめました。

夏の暑い時期の草刈りを
省けて良かったです

畦畔の雑草管理は草刈りです。雑草の草丈が大きくなって刈ると大変な
ので、労力的には回数を増やして何回も刈っています。バスタは以前から
大豆の栽培で使っていましたが、畦畔に試したのは今年が初めてです。

それまでは、畦畔に除草剤を使うと地面が柔くなったり崩れたりすると言
われていたので避けていましたが、実際に使ってみたところ草刈りの回
数を減らせて楽でしたね。特に夏の暑い時期の草刈りを省けたのは良か
ったです。畦畔から侵入するイボクサにもよく効いて助かりました。

年に2回くらい、畦畔管理とイボクサ対策に使っていきたいです。

島根県仁多郡奥出雲町　農事組合法人馬木の里たんぼ
内田  博之  様（82歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

おいしいお米について「食味値が高く、食べて口当たりのいいもの。冷め
ても粘りが少なくならないもの」と教えてくれた内田さん。「仁多米はそ
の要素が全部揃っています」と胸を張ります。日本穀物検定協会の食味ラ
ンキングでは過去に2度、最高位「特A」を受賞。西日本を代表するコシヒ
カリの産地ブランドです。

私自身は高校を卒業後、実家の農業を継ぐために就農しました。農事組
合法人馬木の里たんぼは18年前に設立され、現在13名の組合員で構
成されています。

私たちの水稲では農薬や化学肥料を抑えるエコ米栽培を取り入れていま
す。一般の米作りと比べて管理は大変ですが、安心・安全でおいしいお米を
消費者に提供できるよう、今後も続けていきたいです。このあたりのお米
は「仁多米」という産地ブランドで、米・食味分析鑑定コンクールでは数回
金賞をもらいました。おいしいお米作に恵まれたこの地域の環境を、これ
からも守っていきたいと思います。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（14ha）、そば（0.6ha）
コシヒカリ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年4回）

●高校卒業後に家業の農業を継ぐため就農

取材
メモ

バスタは効果が早く現れるので
「効いた」という実感が得られます

数年前に、JAから「バスタを畦畔に撒けば、年3回の草刈りを1回に抑えら
れる」という話を聞き、その頃から興味を持っていました。このあたりも高
齢化で個人での草刈りが難しくなり、これからは法人で畦畔管理を請け負

う場面も増えてくると思います。そのような中、「バスタは根まで枯らさな
いから、畦畔にはもってこいじゃないか」という意見も出て、今年初めて試
してみました。結果、草刈りの回数も減らせましたし、草刈りの作業自体も
枯れた草を刈るので楽になりました。また、バスタは効果が早く現れます
ね。散布した翌日には葉の色が変わっていました。効いたという実感が得
られるのもいいです。

法人で畦畔管理を請け負う場所にはバスタを使っていこうと思っていま
す。草刈りに比べてやっぱり省力化になりますしね。

広島県三原市大和町　農事組合法人ふかみの郷
上岡  勝  様（69歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

ふかみの郷さんでは水稲の他ににんにくの栽培に力を入れています。以
前はかぼちゃを栽培していましたが、イノシシに荒らされたため、イノシシ
が好まないとされるにんにくの栽培を始めました。収穫したにんにくは黒
にんにくに加工し、道の駅などで販売しています。柔らかくて甘酸っぱさ
があり、健康食品としても好評を得ている自慢の一品です。 

高校を卒業してから一時期外に出ていましたが、少ししてから地元に戻り、
実家の農業を兼業で手伝っていました。今は専業で、2008年に設立され
た農事組合法人ふみかの郷の代表を務めています。法人に入った当初は
いきなり水稲の責任者を任せられて戸惑いましたが、それをきっかけに品
種等や栽培の勉強に励んできました。

法人の組合員の皆さんにはしっかりとした水管理をお願いしています。水
管理は収量や雑草の発生具合に影響する大切な要素なので、徹底したい
です。また、私たちは収量を上げることを目指してハイブリッド米の栽培に
挑戦しています。今年は反700kg収量を得ることができました。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（16ha）、にんにく（0.2ha）、白ネギ（0.2ha）
コシヒカリ、あきさかり、しきゆたか
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年3回）

●実家の農業を兼業農家として携わり、2008年に農事組合法人ふみかの郷を設立

取材
メモ

バスタを使った方からも
「随分楽になった」と好評でした

これまでも畦畔に除草剤を使った方はいましたが、地面が崩れて表面に
石がむき出しになり、草刈りに入ったところ刃が石に当たって欠けてしま
ったということもありました。「畦畔に除草剤は難しいかな」と思っていま
したが、バスタは畦が崩れないということで試してみましたが、実際に使

った人からは、「草刈りの作業が減らせて、随分楽になった」というお話で、
良かったと思います。

イボクサのように畦畔から侵入
して稲に絡んでしまう雑草にも
困っているので、今後は水際も
含めて使っていきたいなと思っ
ています。

広島県安芸高田市美土里町　有限会社桑田の庄
清水  一彦  様（60歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

「中山間地域ということもあり、数多くの圃場を管理しなければならない」
と課題を話す清水さん。効率的な圃場管理のため、スマート農業に注目さ
れています。「桑田の庄では、今年からコンバインと連動する営農支援シ
ステムを取り入れました。食味センサーで圃場ごとのタンパク値を測定で
きるので、来年の施肥設計に役立ちます」と、手応えを感じています。

桑田の庄は2002年に地元の有志で立ち上げた有限会社です。私も
立ち上げからのメンバーでしたが、その時はまだ市の職員でした。
2006年に早期退職して専業農家になり、2008年からは法人の代
表をしています。

私たちのお米は地域にある桑田地区の名前を冠にして、「桑田米」という
ブランドで販売しています。お客様には、おいしくて安全なお米という点
を評価してもらい買っていただいているので、その信頼関係を大事にし
ながら、お米作りを続けていこうと思っています。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（39.2ha）、大豆（5ha）
コシヒカリ、ヒメノモチ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年3回）

●2006年に勤めていた市役所を早期退職して専業農家に転向

取材
メモ

たくさんスギナが生える場所にも
バスタはよく効きました

以前から、このあたりでは水田畦畔の雑草管理に除草剤を使っていまし
た。伸びた雑草を除草剤で枯らしてから草刈りに入り、その後もう一度
除草剤をかけて雑草の生育を抑えています。夏だとすぐに草が生えて
くるので、除草剤で抑えられれば、後々草刈りも省けて楽になりますか
らね。バスタは昔から野菜畑で使っていましたが、今年はスギナがたく
さん、それこそ森のように生えるところに使いました。結果は良かった

ですね。スギナにとても効果があるというのがよくわかりました。

来年もスギナの多いところに
はバスタを使っていこうと思い
ます。

愛媛県西条市氷見
越智  優行  様（37歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

今回の取材で最年少の越智さん。スマート農業等の新しい技術や機器の導
入にも意欲的で、最近ではGPSを搭載した田植機を購入。「以前は気を張
りながら操作していましたが、今は自動で真っすぐに田植えができるのでと
ても楽になりました」と、ご満足の様子。「時間があれば、スマートフォンで新
しい機械をチェックしています」と、情報収集も積極的に行っています。

もともと会社勤めをしながら祖父の農業を手伝っていましたが、祖父も高
齢だったこともあり、15年ほど前に仕事を辞めて継ぐことにしました。

農業は毎年が勉強です。天候にも左右されるし、毎年環境条件も違う。理
想の出来を100点とすると、今は80点台を目指してやっていますが、経
験値を積んで、色んな状況に応じられるような引き出しを増やして、将来は
満点の結果が出せるようになればと思っています。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（7ha）、ハダカムギ（8ha）、サトイモ（0.8ha）
コシヒカリ、にこまる、ヒノヒカリ、きぬむすめ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 除草剤と草刈り

●2005年頃に実家の農業を継ぐ形で会社員から専業農家に転向

取材
メモ

user’s voice



私たち畦畔でのバスタ散布はじめました。

夏の暑い時期の草刈りを
省けて良かったです

畦畔の雑草管理は草刈りです。雑草の草丈が大きくなって刈ると大変な
ので、労力的には回数を増やして何回も刈っています。バスタは以前から
大豆の栽培で使っていましたが、畦畔に試したのは今年が初めてです。

それまでは、畦畔に除草剤を使うと地面が柔くなったり崩れたりすると言
われていたので避けていましたが、実際に使ってみたところ草刈りの回
数を減らせて楽でしたね。特に夏の暑い時期の草刈りを省けたのは良か
ったです。畦畔から侵入するイボクサにもよく効いて助かりました。

年に2回くらい、畦畔管理とイボクサ対策に使っていきたいです。

島根県仁多郡奥出雲町　農事組合法人馬木の里たんぼ
内田  博之  様（82歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

おいしいお米について「食味値が高く、食べて口当たりのいいもの。冷め
ても粘りが少なくならないもの」と教えてくれた内田さん。「仁多米はそ
の要素が全部揃っています」と胸を張ります。日本穀物検定協会の食味ラ
ンキングでは過去に2度、最高位「特A」を受賞。西日本を代表するコシヒ
カリの産地ブランドです。

私自身は高校を卒業後、実家の農業を継ぐために就農しました。農事組
合法人馬木の里たんぼは18年前に設立され、現在13名の組合員で構
成されています。

私たちの水稲では農薬や化学肥料を抑えるエコ米栽培を取り入れていま
す。一般の米作りと比べて管理は大変ですが、安心・安全でおいしいお米を
消費者に提供できるよう、今後も続けていきたいです。このあたりのお米
は「仁多米」という産地ブランドで、米・食味分析鑑定コンクールでは数回
金賞をもらいました。おいしいお米作に恵まれたこの地域の環境を、これ
からも守っていきたいと思います。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（14ha）、そば（0.6ha）
コシヒカリ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年4回）

●高校卒業後に家業の農業を継ぐため就農

取材
メモ

バスタは効果が早く現れるので
「効いた」という実感が得られます

数年前に、JAから「バスタを畦畔に撒けば、年3回の草刈りを1回に抑えら
れる」という話を聞き、その頃から興味を持っていました。このあたりも高
齢化で個人での草刈りが難しくなり、これからは法人で畦畔管理を請け負

う場面も増えてくると思います。そのような中、「バスタは根まで枯らさな
いから、畦畔にはもってこいじゃないか」という意見も出て、今年初めて試
してみました。結果、草刈りの回数も減らせましたし、草刈りの作業自体も
枯れた草を刈るので楽になりました。また、バスタは効果が早く現れます
ね。散布した翌日には葉の色が変わっていました。効いたという実感が得
られるのもいいです。

法人で畦畔管理を請け負う場所にはバスタを使っていこうと思っていま
す。草刈りに比べてやっぱり省力化になりますしね。

広島県三原市大和町　農事組合法人ふかみの郷
上岡  勝  様（69歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

ふかみの郷さんでは水稲の他ににんにくの栽培に力を入れています。以
前はかぼちゃを栽培していましたが、イノシシに荒らされたため、イノシシ
が好まないとされるにんにくの栽培を始めました。収穫したにんにくは黒
にんにくに加工し、道の駅などで販売しています。柔らかくて甘酸っぱさ
があり、健康食品としても好評を得ている自慢の一品です。 

高校を卒業してから一時期外に出ていましたが、少ししてから地元に戻り、
実家の農業を兼業で手伝っていました。今は専業で、2008年に設立され
た農事組合法人ふみかの郷の代表を務めています。法人に入った当初は
いきなり水稲の責任者を任せられて戸惑いましたが、それをきっかけに品
種等や栽培の勉強に励んできました。

法人の組合員の皆さんにはしっかりとした水管理をお願いしています。水
管理は収量や雑草の発生具合に影響する大切な要素なので、徹底したい
です。また、私たちは収量を上げることを目指してハイブリッド米の栽培に
挑戦しています。今年は反700kg収量を得ることができました。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（16ha）、にんにく（0.2ha）、白ネギ（0.2ha）
コシヒカリ、あきさかり、しきゆたか
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年3回）

●実家の農業を兼業農家として携わり、2008年に農事組合法人ふみかの郷を設立

取材
メモ

バスタを使った方からも
「随分楽になった」と好評でした

これまでも畦畔に除草剤を使った方はいましたが、地面が崩れて表面に
石がむき出しになり、草刈りに入ったところ刃が石に当たって欠けてしま
ったということもありました。「畦畔に除草剤は難しいかな」と思っていま
したが、バスタは畦が崩れないということで試してみましたが、実際に使

った人からは、「草刈りの作業が減らせて、随分楽になった」というお話で、
良かったと思います。

イボクサのように畦畔から侵入
して稲に絡んでしまう雑草にも
困っているので、今後は水際も
含めて使っていきたいなと思っ
ています。

広島県安芸高田市美土里町　有限会社桑田の庄
清水  一彦  様（60歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

「中山間地域ということもあり、数多くの圃場を管理しなければならない」
と課題を話す清水さん。効率的な圃場管理のため、スマート農業に注目さ
れています。「桑田の庄では、今年からコンバインと連動する営農支援シ
ステムを取り入れました。食味センサーで圃場ごとのタンパク値を測定で
きるので、来年の施肥設計に役立ちます」と、手応えを感じています。

桑田の庄は2002年に地元の有志で立ち上げた有限会社です。私も
立ち上げからのメンバーでしたが、その時はまだ市の職員でした。
2006年に早期退職して専業農家になり、2008年からは法人の代
表をしています。

私たちのお米は地域にある桑田地区の名前を冠にして、「桑田米」という
ブランドで販売しています。お客様には、おいしくて安全なお米という点
を評価してもらい買っていただいているので、その信頼関係を大事にし
ながら、お米作りを続けていこうと思っています。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（39.2ha）、大豆（5ha）
コシヒカリ、ヒメノモチ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 手刈り（年3回）

●2006年に勤めていた市役所を早期退職して専業農家に転向

取材
メモ

たくさんスギナが生える場所にも
バスタはよく効きました

以前から、このあたりでは水田畦畔の雑草管理に除草剤を使っていまし
た。伸びた雑草を除草剤で枯らしてから草刈りに入り、その後もう一度
除草剤をかけて雑草の生育を抑えています。夏だとすぐに草が生えて
くるので、除草剤で抑えられれば、後々草刈りも省けて楽になりますか
らね。バスタは昔から野菜畑で使っていましたが、今年はスギナがたく
さん、それこそ森のように生えるところに使いました。結果は良かった

ですね。スギナにとても効果があるというのがよくわかりました。

来年もスギナの多いところに
はバスタを使っていこうと思い
ます。

愛媛県西条市氷見
越智  優行  様（37歳）

バスタ液剤を利用した感想

今後の畦畔管理について

プロフィール

今回の取材で最年少の越智さん。スマート農業等の新しい技術や機器の導
入にも意欲的で、最近ではGPSを搭載した田植機を購入。「以前は気を張
りながら操作していましたが、今は自動で真っすぐに田植えができるのでと
ても楽になりました」と、ご満足の様子。「時間があれば、スマートフォンで新
しい機械をチェックしています」と、情報収集も積極的に行っています。

もともと会社勤めをしながら祖父の農業を手伝っていましたが、祖父も高
齢だったこともあり、15年ほど前に仕事を辞めて継ぐことにしました。

農業は毎年が勉強です。天候にも左右されるし、毎年環境条件も違う。理
想の出来を100点とすると、今は80点台を目指してやっていますが、経
験値を積んで、色んな状況に応じられるような引き出しを増やして、将来は
満点の結果が出せるようになればと思っています。

就農のきっかけ

営農での心がけ

●主な栽培作物
●水稲の栽培品種

水稲（7ha）、ハダカムギ（8ha）、サトイモ（0.8ha）
コシヒカリ、にこまる、ヒノヒカリ、きぬむすめ
 ：
 ： 

昨年までの畦畔の雑草管理方法 ： 除草剤と草刈り

●2005年頃に実家の農業を継ぐ形で会社員から専業農家に転向

取材
メモ

user’s voice



user’s voiceバスタ液剤  散布前と散布後

今年、バスタを2回撒きましたが、その分、草刈りの回数を2回減らせました。
畦が崩れることもなく、安心しました。

散布後 ： 7月15日

■広島県神石郡神石高原町　農事組合法人桑木　中村  裕澄  様　圃場
散布日 ： 6月22日

バスタは畦が崩れることもなく、草刈りの作業も省くことができましたね。
周りの評価もいいですよ。

散布後 ： 9月23日

■広島県世羅郡世羅町 農事組合法人うづと　兼国  幸秀  様　圃場
散布日 ： 9月9日

バスタは草刈りの回数も減らせて、労力的にはすごく楽ですね。

散布後 ： 9月23日

■広島県庄原市高町　農事組合法人高下　野崎  幸雄  様
散布日 ： 9月8日

夏の暑い時期の草刈りを省けたのは良かったです。
畦畔から侵入するイボクサにもよく効いて助かりました。

散布後 ： 9月24日

■島根県仁多郡奥出雲町　農事組合法人馬木の里たんぼ　内田  博之  様　圃場
散布日 ： 9月8日

草刈りの回数も減らせましたし、草刈りの作業自体も枯れた草を刈るので楽になりました。
また、効果が現れるのも早いですね。

散布後 ： 9月24日

■広島県三原市大和町　農事組合法人 ふかみの郷　上岡  勝  様　圃場
散布日 ： 9月9日

バスタを実際に使った人からは、
「草刈りの作業が減らせて、随分楽になった」というお話で、良かったと思います。

散布後 ： 9月24日

■広島県安芸高田市美土里町　有限会社桑田の庄　清水  一彦  様　圃場
散布日 ： 9月10日

スギナがたくさん、それこそ森のように生えるところに使いました。結果は良かったですね。
スギナにとても効果があるというのがよくわかりました。

散布後 ： 6月29日

■愛媛県西条市氷見　越智  優行  様　圃場
散布日 ： 6月16日

● 畦を崩さずに草だけを枯らすことができました

● 草刈りの回数を減らせました

● 草を枯らすことで、その後の草刈りも楽に行えました

バスタ液剤を
ご使用になった皆様のお声



user’s voiceバスタ液剤  散布前と散布後

今年、バスタを2回撒きましたが、その分、草刈りの回数を2回減らせました。
畦が崩れることもなく、安心しました。

散布後 ： 7月15日

■広島県神石郡神石高原町　農事組合法人桑木　中村  裕澄  様　圃場
散布日 ： 6月22日

バスタは畦が崩れることもなく、草刈りの作業も省くことができましたね。
周りの評価もいいですよ。

散布後 ： 9月23日

■広島県世羅郡世羅町 農事組合法人うづと　兼国  幸秀  様　圃場
散布日 ： 9月9日

バスタは草刈りの回数も減らせて、労力的にはすごく楽ですね。

散布後 ： 9月23日

■広島県庄原市高町　農事組合法人高下　野崎  幸雄  様
散布日 ： 9月8日

夏の暑い時期の草刈りを省けたのは良かったです。
畦畔から侵入するイボクサにもよく効いて助かりました。

散布後 ： 9月24日

■島根県仁多郡奥出雲町　農事組合法人馬木の里たんぼ　内田  博之  様　圃場
散布日 ： 9月8日

草刈りの回数も減らせましたし、草刈りの作業自体も枯れた草を刈るので楽になりました。
また、効果が現れるのも早いですね。

散布後 ： 9月24日

■広島県三原市大和町　農事組合法人 ふかみの郷　上岡  勝  様　圃場
散布日 ： 9月9日

バスタを実際に使った人からは、
「草刈りの作業が減らせて、随分楽になった」というお話で、良かったと思います。

散布後 ： 9月24日

■広島県安芸高田市美土里町　有限会社桑田の庄　清水  一彦  様　圃場
散布日 ： 9月10日

スギナがたくさん、それこそ森のように生えるところに使いました。結果は良かったですね。
スギナにとても効果があるというのがよくわかりました。

散布後 ： 6月29日

■愛媛県西条市氷見　越智  優行  様　圃場
散布日 ： 6月16日

● 畦を崩さずに草だけを枯らすことができました

● 草刈りの回数を減らせました

● 草を枯らすことで、その後の草刈りも楽に行えました

バスタ液剤を
ご使用になった皆様のお声
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●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。
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〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
　  0120-014-660　https://crop-protection.basf.co.jp/

水田畦畔の雑草防除に

畦畔を崩さず安心

難防除雑草に有効

畦畔管理の費用対効果試算（例 : 広島県）

畦畔管理にバスタ液剤を取り入れることで、省力化とコスト削減につながります。

●バスタは薬剤がかかった地上部のみを枯らします。
●雑草の根は地下に残るため草刈りと同程度の強度を保ちます。

●畦畔から水田に侵入する雑草の防除に
　有効です。

BASF社の登録商標

アシカキ イボクサキシュウスズメノヒエ

●各管理手法の１回の作業面積 ： 年間の水田10aあたり畦畔面積100㎡と仮定して算出
●1回あたりの作業時間　刈払機 ： 1.01時間　バスタ散布 ： 1回15分
●人件費 ： 時間あたり1,000円で試算
●燃料代 ： 混合油1時間当たり190円試算
●薬剤費 ： １L＠3,900円、10L/a散布　薬量100ml/aで試算

出典 ： 平成22年畦畔管理省力化マニュアル
 （広島県北部、西部、東部農業技術指導所）

●畦畔管理手法と労働時間の比較 ●畦畔管理手法と費用の比較

労
働
時
間

金
額（
円
）

刈払機のみ
（年3.4回）

刈払機2回
＋

バスタ散布1回

刈払機1回
＋

バスタ散布2回

刈払機のみ
（年3.4回）

刈払機2回
＋

バスタ散布1回

刈払機1回
＋

バスタ散布2回

　人件費　　　燃料費　　　薬剤費

00

1

2

3

4

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500
コストを削減

労働時間を削減
3.43

2.27

1.51

4,082円

3,044円

2,482円

3,430

652

2,270

384
390

1,510

192

780

user’s voice

バスタは
水田畦畔を
崩しません！
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