
病害虫注意報
2019年8月号※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

トマト編

コナジラミ類・アザミウマ類防除
ハスモンヨトウ・オオタバコガの発生にも注意しましょう！

感染が疑わしい株は速やかに
除去しましょう！

気になる症状は診断室でお調べします！

ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ(ﾊﾞｲｵﾀｲﾌﾟB､Q) がｳｲﾙｽ
を媒介する病気です。
ｳｲﾙｽ病は、発病してしまうと治療する
術がありません！

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｵﾝｼﾂ･ﾀﾊﾞｺ)がｳｲﾙｽを媒介
します。症状は葉脈間の黄化、進行す
るとえそ症状が発生します。中下位葉
に出やすく、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠乏症と似た症
状です。

ｱｻﾞﾐｳﾏ類がｳｲﾙｽを媒介し、感染した株は治
りません。主な症状は茎・葉・果実への黒色
のえそ症状、最終的に枯死に至ります。
愛知県では2017年5月にトマトで初確認。

発生初期から化学的・物理的防除をしっかり行っていきましょう！
耐病性・抵抗性品種であっても定期的な防除を行うことをお勧めします！

おすすめ薬剤
灌注専用剤

おすすめ資材
酸欠を防ぎ根の動きを促す！

対象病害虫 薬剤名 倍率 使用時期 回数
影響日数

ミツバチ マルハナ

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ トランスフォームフロアブル

1,000~2,000倍
(ｱﾌﾞﾗﾑｼ類は2000倍)

前日 2回 10日 2~5日

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ベストガード水溶剤 1,000~2,000倍 前日 3回 10日以上

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
カウンター乳剤

2,000~3,000倍
(ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｱｻﾞﾐｳﾏ類

は2,000倍)

1番花の
開花まで

4回 1日

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 プレオフロアブル 1,000倍 前日 2回 1日

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ プレバソンフロアブル5 (散布)
1,000~2,000倍
(ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ2,000倍)

前日 3回 1日

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類, ｱﾌﾞﾗﾑｼ類,
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類, ｱｻﾞﾐｳﾏ類
薬量:25ml/400株

水量:10～20L/400株
（25～50ml/株)

育苗期後半～定植当日
1回 ハチ1日

香り成分で、葉焼けや萎れ等
の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり1～2袋

高温対策に！

効果の持続は約1か月

初期の活着時や高温期に

灌水処理がお勧め！



病害虫注意報
2019年8月号※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ミニトマト編

コナジラミ類・アザミウマ類防除
ハスモンヨトウ・オオタバコガの発生にも注意しましょう！

発生初期から化学的・物理的防除をしっかり行っていきましょう！
耐病性・抵抗性品種であっても定期的な防除を行うことをお勧めします！

対象病害虫 薬剤名 倍率 使用時期 回数
影響日数

ミツバチ マルハナ

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ トランスフォームフロアブル

1,000~2,000倍
(ｱﾌﾞﾗﾑｼ類は2000倍)

前日 2回 10日 2~5日

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ベストガード水溶剤 1,000~2,000倍 前日 3回 10日以上

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類・ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
カウンター乳剤

2,000~3,000倍
(ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｱｻﾞﾐｳﾏ類

は2,000倍)

1番花の
開花まで

4回 1日

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 プレオフロアブル 1,000倍 前日 2回 1日

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ プレバソンフロアブル5 (散布) 2,000倍 前日 3回 1日

おすすめ薬剤
灌注専用剤

おすすめ資材
酸欠を防ぎ根の動きを促す！

香り成分で、葉焼けや萎れ等
の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類, ｱﾌﾞﾗﾑｼ類,
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類, ｱｻﾞﾐｳﾏ類
薬量:25ml/400株

水量:10～20L/400株
（25～50ml/株)

育苗期後半～定植当日
1回 ハチ1日

ハウス内に吊るすだけ
10a当たり1～2袋

高温対策に！

効果の持続は約1か月

感染が疑わしい株は速やかに
除去しましょう！

気になる症状は診断室でお調べします！

ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ(ﾊﾞｲｵﾀｲﾌﾟB､Q) がｳｲﾙｽ
を媒介する病気です。
ｳｲﾙｽ病は、発病してしまうと治療する
術がありません！

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｵﾝｼﾂ･ﾀﾊﾞｺ)がｳｲﾙｽを媒介
します。症状は葉脈間の黄化、進行す
るとえそ症状が発生します。中下位葉
に出やすく、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠乏症と似た症
状です。

ｱｻﾞﾐｳﾏ類がｳｲﾙｽを媒介し、感染した株は治
りません。主な症状は茎・葉・果実への黒色
のえそ症状、最終的に枯死に至ります。
愛知県では2017年5月にトマトで初確認。

初期の活着時や高温期に

灌水処理がお勧め！



病害虫注意報
2019年8月号※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

イチゴ編

育苗期に定期防除をしっかり行い、本圃へ病害虫を持ち込まないようにしましょう！

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

時期 対象病害虫 薬剤名 倍率 使用時期 回数
影響日数

ﾐﾂﾊﾞﾁ ﾏﾙﾊﾅ ﾁﾘ ﾐﾔｺ

8月
①

炭疽病 ゲッター水和剤 1,000倍
収穫開始
21日前まで

3回 1日 1日 14日

ﾊﾀﾞﾆ類、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
うどんこ病

ピラニカEW
2,000～
3,000倍

前日 2回 1日 1日 30日

※ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、うどんこ病は2,000倍

8月
②

炭疽病
じゃのめ病 ジマンダイセン水和剤 600倍

仮植栽培期
(但し収穫76
日前まで)

6回 3日 0日 14日

ﾊﾀﾞﾆ類
ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ

成虫

トクチオン乳剤 1,000倍 75日前 3回 1日 ー 30日

8月
③

炭疽病
うどんこ病 サンリット水和剤

2,000～
4,000倍

前日 3回 － － －

※炭疽病は2000倍

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・
ｱｻﾞﾐｳﾏ類

モベントフロアブル 2,000倍 前日 3回 1日 30日 45日

8月
④

炭疽病
うどんこ病 ベルクート水和剤 1,000倍

育苗期
(定植前)

5回
育苗期

0日 0日 0日

ﾊﾀﾞﾆ類
ｼｸﾗﾒﾝﾎｺﾘﾀﾞﾆ

コロマイト水和剤 2,000倍 前日 2回 1日 7日

予・治

予

※ ﾗﾝﾅｰ切離し後から農薬のｶｳﾝﾄが始まります。回数にお気を付けください ※

肥料登録：
生第84050号

苗の活着改善に！毛細根の充実にも！

潅注30~50cc／ポット
3,000倍

肥料登録：
生第83241号

葉面散布1,000倍

ずんぐり苗の育成、
ランナーの充実に！

予

卵 (ハダニ類) 効果あり

卵 (ハダニ類) 効果あり

グレーシア乳剤

ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ﾊﾀﾞﾆ類
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
2,000倍

収穫前日まで
2回以内 ハチ1日
※天敵影響あり

幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します‼

新規登録農薬潜在炭疽病検定

健全に見える株でも、実は
感染している場合があります。

サンプル採取方法など
お気軽にお問い合わせください‼
(0531-36-2011 渡邉・鈴木)

検定により潜在感染株を
確認・除去し、被害を
最小限に抑えましょう!

卵 (ハダニ類) 効果あり

予・治



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください

この時期の防除は、残効の長い粒剤や灌注剤を用いての省力化がおすすめです

ハクサイ編

粒剤処理2週間前後、または害虫発生時は、適宜散布剤による防除を行ってください

薬剤名 希釈倍数 収穫前日数/回数 散布可能な葉数

プレオフロアブル 1,000倍 7日前/2回 子葉

アファーム乳剤 1,000～2,000倍 7日前/3回 0.5葉

スピノエース顆粒水和剤 2,500~5,000倍 3日前/3回 1.0葉

エルサン乳剤 1,000～2,000倍 21日前/3回 1.5葉

ダントツ粒剤
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

0.25g/株
覆土後セル成型育苗トレイ1箱
またはペーパーポット1冊の上から散布
は種時/1回

は種時おすすめ薬剤 定植前おすすめ薬剤

ベリマークSC
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｶﾞ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ｱｵﾑｼ・ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

400倍 灌注 0.5L/セル成型育苗トレイ1箱
またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊

育苗期後半～定植当日/1回

おすすめ！

プリンスフロアブル
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ・ｺﾅｶﾞ

0.5L/セル成型育苗トレイ1箱
またはペーパーポット1冊 100倍潅注
定植前まで/1回(散布2回と合わせ3回以内)

育苗期・定植時のおすすめ防除

病害虫注意報
2019年8月号

灌注処理剤の上手な使い方
・ 灌注処理は定植3～5日前が最適です
・ 定植数日前に処理して、十分に成分を
吸わせることで高い効果を発揮します

コナガやシロイチモジヨトウに
効果の高いベリマークSCの

灌注処理がおすすめです
※弊社試験結果より

酵母由来のアミノ酸を配合 毛細根が充実する

肥料登録：生第83241号

亜リン酸
だから

速効性！

肥料登録：輸第9423号

育苗期 定植7日前に葉面散布1,000倍で使用しましょう！

軟弱株の予防・植物の病害抵抗性を向上

おすすめ使用方法
・育苗期・定植7日前→潅注処理
・定植直前→どぶ漬け処理
いずれも1,000倍で使用しましょう！

プレバソンフロアブル5
ｺﾅｶﾞ・ｱｵﾑｼ・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ・ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ・ﾖﾄｳﾑｼ

100倍 灌注 0.5L/セル成型育苗トレイ1箱
またはペーパーポット1冊

育苗期後半～定植当日/1回

グレーシア乳剤

【登録内容】
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

2,000~3,000倍
収穫7日前まで/2回以内

幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します‼

新規登録農薬 新発売!!



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください

この時期の防除は、残効の長い粒剤や灌注剤を用いての省力化がおすすめです

ブロッコリー編

粒剤処理2週間前後、または害虫発生時は、適宜散布剤による防除を行ってください

薬剤名 希釈倍数 収穫前日数/回数 散布可能な葉数

チューンアップ顆粒水和剤 2,000～3,000倍 前日/- 子葉

プレオフロアブル 1,000倍 7日前/2回 子葉

アファーム乳剤 1,000～2,000倍 3日前/3回 0.5葉

スピノエース顆粒水和剤 5,000倍 3日前/3回 1.0葉

エルサン乳剤 1,000～2,000倍 30日前/2回 1.0葉

ダントツ粒剤
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

0.25g/株
セル成型育苗トレイ1箱
またはペーパーポット1冊の上から散布
は種時/1回

は種時おすすめ薬剤 定植前おすすめ薬剤

ベリマークSC
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ｺﾅｶﾞ・ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｱｵﾑｼ

400倍 灌注 0.5L/セル成型育苗トレイ
またはﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊

育苗期後半～定植当日/1回

おすすめ！

プリンス粒剤
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

20～30g/セル成型育苗トレイ1箱
またはペーパーポット1冊上から均一に散布
は種時～定植前/1回

プレバソンフロアブル5
ｺﾅｶﾞ・ｱｵﾑｼ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

100倍 灌注 0.5L/セル成型育苗トレイ
またはペーパーポット1冊

育苗期後半～定植当日/1回

育苗期・定植時のおすすめ防除

病害虫注意報
2019年8月号

灌注処理剤の上手な使い方
・ 灌注処理は定植3～5日前が最適です
・ 定植数日前に処理して、十分に成分を
吸わせることで高い効果を発揮します

コナガやシロイチモジヨトウに
効果の高いベリマークSCの

灌注処理がおすすめです
※弊社試験結果より

グレーシア乳剤

【登録内容】
ｺﾅｶﾞ・ﾖﾄｳﾑｼ・ｱｵﾑｼ
2,000~3,000倍

収穫7日前まで/2回以内

幅広い害虫に速く効きます！
新規有効成分が抵抗性害虫にも
高い効果を示します‼

新規登録農薬 新発売!!使用時期・回数変更されました!!

収穫14日前/1回
↓

収穫7日前/2回

カンタスドライフロアブル
シグナムWDG



病害虫注意報
2019年8月号※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

キク編

破
蕾
期

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類

トランスフォーム
フロアブル

2,000倍
(ｱｻﾞﾐｳﾏ類
1,000～
2000倍)

発生初期/3回

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾀﾞﾆ類 アグリメック※ 500倍

発生初期/5回

発
蕾
期

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾊﾀﾞﾆ類

inochio
セイレーンフロアブル

2,000倍 発生初期/3回

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類､ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ､ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ディアナSC※

2,500～5,000倍
(ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 2,500倍)
発生初期/2回

消
灯
時

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類※
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ※
ﾖﾄｳﾑｼ類※

アファーム
乳剤

1000倍
(ｱｻﾞﾐｳﾏ類
1000～2000倍)
発生初期/5回

ﾊﾀﾞﾆ類
ペンタック
水和剤※

1,000倍
-/-回

地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がある
ためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

白さび病の出やすい圃場にはinochioオペラフラワー乳剤を散布することをおすすめします！
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ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ※ プレオフロアブル 1,000倍 発生初期/4回

ﾊﾀﾞﾆ類 ※ テデオン乳剤 500～1,000倍 発生初期/10回

萎れ防止に！

500～1,000倍
葉面散布

高温による穂や苗の腐りや
草勢維持におすすめ！

茶葉から摘出した植物活力資材

1,000倍
葉面散布もしくは
どぶ漬け時に

登録内容 薬剤名 希釈倍率･使用量 処理方法

立枯病 リゾレックス粉剤 50kg/10a 土壌混和 (定植前/1回)

立枯病など リゾレックス水和剤 500～1000倍 3L/m2 土壌灌注(生育期/5回)

立枯病
(ﾘｿﾞｸﾄﾆｱ菌)

ユニフォーム粒剤
(ﾘﾄﾞﾐﾙ成分＋ｱﾐｽﾀｰ成分)

18kg/10a
土壌表面散布

(定植時または生育期/3回)

発根促進 タチガレン液剤 1,000倍 5～10L/㎡ 土壌灌注 (挿し芽直後/1回)

合計5回
以内の
使用

高温期はハダニ類、アザミウマ類も多発しやすいので定期的な薬剤防除を行いましょう。
立枯れ対策には定植前の粒剤、もしくは薬剤の灌注を行いましょう。

高温期です！立枯れ症状､ハスモンヨトウ､オオタバコガにご注意ください！

カルシウム、パラフィン配合
植物表皮を保護強化

※…花き類・観葉植物登録 ﾊﾀﾞﾆ類 適用拡大！

ハダニ類、ｱｻﾞﾐｳﾏ類、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
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2,000倍 100～300L/10a
発生初期/3回
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