
2016年度株式会社野菜くらぶ

作成日：平成28年3月24日レタス使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 腐敗病
エコマスターＢＴ ◎ 生物製剤 コナガ ICボルドー66Ｄ ◎ 普通物 軟腐病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ ケミヘル ◎ 生物製剤 灰色かび、うどんこ病

サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ コサイド3000 ◎ 普通物 軟腐病、黒腐病
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類　アブラムシ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 腐敗病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 オオタバコガ、ヨトウムシ バイオキーパー水和剤 ◎ 普通物 軟腐病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 普通物 コナガ、オオタバコガ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 灰色カビ病、うどんこ病

スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ、カタツムリ ベジキーパー水和剤 ◎ 普通物 腐敗病
チューンアップ顆粒水和剤 ◎ 普通物 アオムシ、コナガ アグリマイシン１００ 普通物 腐敗病
アクセルフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ アグレプト水和剤 普通物 腐敗病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ アフェットフロアブル 普通物 灰色カビ、菌核病
アクタラ粒剤5 普通物 アブラムシ、ナモグリバエ アミスター20フロアブル 普通物 菌核病、灰色カビ病

アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ カッパーシン水和剤 普通物 腐敗病、斑点細菌病

アニキ乳剤 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ カンタスドライフロアブル 普通物 灰色カビ、菌核病
アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ、ナモグリバエ キノンドーフロアブル 普通物 軟腐、斑点細菌、腐敗病

アファームエクセラ顆粒水和剤 普通物 オオタバコガ、ナモグリバエ ザンプロＤＭフロアブル 普通物 べと病
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ スターナ水和剤 普通物 軟腐、腐敗病
ウララＤＦ 普通物 アブラムシ スミレックス水和剤 普通物 菌核病、灰色カビ病

カスケード乳剤 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ ファンタジスタ顆粒水和剤 普通物 灰色カビ病、菌核病

キックオフ顆粒水和剤 普通物 アブラムシ類 フォリオゴールド 普通物 べと病
コテツフロアブル 劇物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ フロンサイドSC 普通物 軟腐病、すそ枯病
コルト顆粒水和剤 普通物 アブラムシ類 バリダシン液剤５ 普通物 すそ枯、腐敗病
サイハロン水和剤 劇物 アブラムシ ポリオキシンAL水和剤 普通物 菌核病
ジュリボフロアブル 普通物 アブラムシ類、オオタバコガ ヨネポン水和剤 普通物 軟腐病、腐敗病
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、ナモグリバエ ライメイフロアブル 普通物 ベと病
トルネードフロアブル 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ レーバスフロアブル 普通物 ベと病
ナメクリーン3 普通物 ナメクジ類、カタツムリ類

ハチハチ乳剤 劇物 アブラムシ類、ナモグリバエ 展着剤　その他
ハチハチフロアブル 劇物 アブラムシ類、ナモグリバエ 農薬名 有 種別 用途
パダンSG水溶剤 劇物 ナメクジ類、ナモグリバエ アビオンE ◎ 普通物 展着剤
ファルコンフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ アプローチBI 普通物 展着剤
ファルコンエースフロアブル 普通物 オオタバコガ、ヨトウムシ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

フェニックス顆粒水和剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

プリロッソ粒剤 普通物 オオタバコガ、アブラムシ類 サブマージ 普通物 展着剤
プレオフロアブル 普通物 オオタバコガ スカッシュ 普通物 展着剤
プレバソンフロアブル5 普通物 ナモグリバエ、オオタバコガ ハイテンパワー 普通物 展着剤
ベストガード水溶剤 普通物 アブラムシ ワイドコート 普通物 展着剤

ベリマークSC 普通物 オオタバコガ、ナモグリバエ

マッチ乳剤 普通物 オオタバコガ

マトリックフロアブル 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ

モスピラン顆粒水溶剤 劇物 ナモグリバエ、アブラムシ類

モスピラン水溶剤 劇物 アブラムシ、ナモグリバエ

コマツナ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ Ｚボルドー ◎ 普通物 軟腐病、ベト病
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アオムシ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ ランマンフロアブル 普通物 白さび病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ　アオムシ

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ 展着剤、その他
アファーム乳剤 普通物 コナガ 農薬名 有 種別 用途

フェニックス顆粒水和剤 普通物 コナガ アビオン-Ｅ ◎ 普通物 展着剤
プレバソンフロアブル5 普通物 コナガ

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用する
か判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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2016年度株式会社野菜くらぶ

作成日：平成28年3月24日キャベツ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 ハイマダラノメイガ Zボルドー ◎ 普通物 軟腐、べト病
サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ ICボルドー66Ｄ ◎ 普通物 軟腐病
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 コサイドＤＦ ◎ 普通物 軟腐病、黒腐病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 ヨトウ、コナガ コサイド3000 ◎ 普通物 軟腐病、黒腐病
スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ、カタツムリ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 軟腐、白さび病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ バイオキーパー水和剤 ◎ 普通物 軟腐
チューンアップ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ ベジキーバー水和剤 ◎ 普通物 黒腐病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 普通物 コナガ、オオタバコガ コサイドボルドー ◎ 普通物 黒腐病、軟腐病
サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ アグレプト水和剤 普通物 黒腐病
トアロー水和剤ＣＴ ◎ 生物製剤 ヨトウムシ、アオムシ アフェットフロアブル 普通物 菌核病、株腐病
フローバックDF ◎ 生物製剤 ハイマダラノメイガ アミスター20フロアブル 普通物 菌核病、株腐病
ボタニガードES ◎ 生物製剤 アオムシ カンタスドライフロアブル 普通物 菌核病
アクセルフロアブル 普通物 コナガ、アオムシ キノンドーフロアブル 普通物 黒腐病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 スターナ水和剤 普通物 軟腐、腐敗病
アクタラ粒剤5 普通物 アブラムシ、コナガ ダコニ―ル1000 普通物 べと病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ類 ネビリュウ 普通物 根こぶ病
アファーム乳剤 普通物 ヨトウ、コナガ バリダシン液剤5 普通物 株腐病
アニキ乳剤 普通物 コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ フォリオゴールド 普通物 べと病、ピシウム腐敗病

ウララＤＦ 普通物 アブラムシ フロンサイド粉剤 普通物 根こぶ病、菌核病

カスケード乳剤 普通物 ヨトウ、コナガ ヨネポン水和剤 普通物 黒腐病、ベト病
ガードナーフロアブル 劇物 アブラムシ類、アオムシ ライメイフロアブル 普通物 べと病
コテツフロアブル 劇物 ヨトウ、コナガ、オオタバコガ ランマンフロアブル 普通物 べと病
コルト顆粒水和剤 普通物 アブラムシ類、ネギアザミウマ リゾレックス水和剤 普通物 株腐病
サイハロン水和剤 劇物 アオムシ、コナガ レーバスフロアブル 普通物 べと病
ジュリボフロアブル 普通物 アブラムシ、ネギアザミウマ

トルネードエースDF 普通物 コナガ、アオムシ 農薬名 有 種別 用途
トルネードフロアブル 普通物 コナガ、ヨトウ フィールドスター乳剤 普通物 一年生雑草
ナメクリーン3 普通物 ナメクジ、カタツムリ フィールドスターＰ乳剤 普通物 一年生雑草
パダンSG水溶剤 劇物 コナガ、アブラムシ類

ハチハチ乳剤 劇物 アオムシ、アザミウマ類

ハチハチフロアブル 劇物 コナガ、アオムシ 展着剤　その他
ファルコンエースフロアブル 普通物 コナガ、ヨトウムシ 農薬名 有 種別 用途
ファルコンフロアブル 普通物 コナガ、アオムシ、ヨトウムシ アビオンーE ◎ 普通物 展着剤
フェニックス顆粒水和剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ アプローチBI 普通物 展着剤
プリロッソ粒剤 普通物 アオムシ、アブラムシ類 アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

プレオフロアブル 普通物 コナガ、ヨトウ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

プレバソンフロアブル5 普通物 コナガ、アオムシ サブマージ 普通物 展着剤
ベリマークSC 普通物 ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ スカッシュ 普通物 展着剤
マッチ乳剤 普通物 ヨトウ、コナガ ハイテンパワー 普通物 展着剤
マトリックフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ ベタリンーＡ 普通物 展着剤
モスピラン水溶剤 劇物 コナガ、アブラムシ まくぴか 普通物 展着剤

ワイドコート 普通物 展着剤
シュンギク使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 軟腐病
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、アブラムシ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
アファーム乳剤 普通物 シロイチモジヨトウ、マメハモグリバエ アミスター20フロアブル 劇物 炭そ病
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類
コテツフロアブル 劇物 ハスモンヨトウ

展着剤・その他
農薬名 有 種別 用途

アプローチＢI 普通物 展着剤

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用す
るか判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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2016年度株式会社野菜くらぶ

作成日：平成28年3月24日ハクサイ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺虫剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ ハチハチ乳剤 劇物 コナガ、アオムシ
エコマスターBT ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ ハチハチフロアブル 劇物 コナガ、キスジノミハムシ

サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ、ヨトウ、アオムシ ファルコンエースフロアブル 普通物 コナガ、アオムシ
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 フェニックス顆粒水和剤 普通物 ハスモンヨトウ、アオムシ

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 コナガ、アオムシ プレオフロアブル 普通物 オオタバコガ、コナガ

スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ類、カタツムリ類 プレバソンフロアブル5 普通物 コナガ、アオムシ
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ　アオムシ ベリマークSC 普通物 コナガ、ネギアザミウマ

チューンアップ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ マッチ乳剤 普通物 コナガ、アオムシ
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ

トアローフロアブルCT ◎ 生物製剤 オオタバコガ 殺菌剤
バシレックス水和剤 ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ 農薬名 有 種別 用途
フローバックDF ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ Zボルドー ◎ 普通物 軟腐病、斑点細菌病

ボタニガードES ◎ 生物製剤 コナガ、アザミウマ ICボルドー66Ｄ ◎ 普通物 軟腐病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ コサイド3000 ◎ 普通物 黒腐病、軟腐病
アファームエクセラ顆粒水和剤 普通物 コナガ、ハスモンヨトウ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
アファーム乳剤 普通物 コナガ、ヨトウ アグレプト水和剤 普通物 軟腐病
アニキ乳剤 普通物 アオムシ、ハスモンヨトウ アフェットフロアブル 普通物 黒腐病
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ アミスター20フロアブル 劇物 ベト病、黒斑病
ウララＤＦ 普通物 アブラムシ スターナ水和剤 普通物 軟腐病
コテツフロアブル 劇物 コナガ、アオムシ ネビリュウ 普通物 根こぶ病
サイハロン水和剤 劇物 アオムシ、コナガ バリダシン液剤5 普通物 軟腐病
ジュリボフロアブル 普通物 アブラムシ、ヨトウムシ レーバスフロアブル 普通物 ベト病
スタークル顆粒水溶剤 普通物 キスジノミハムシ、アブラムシ

ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、コナガ 展着剤　その他
ディアナＳＣ 普通物 コナガ 農薬名 有 種別 用途
トレボン乳剤 普通物 コナガ、アオムシ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

パダンSG水溶剤 劇物 コナガ、アオムシ ハイテンパワー 普通物 展着剤
まくぴか 普通物 展着剤

サニーレタス・グリーンリーフ・ロメインレタス使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 オオタバコガ、アオムシ Ｚボルドー ◎ 普通物 腐敗病
サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ バイオキーパー水和剤 ◎ 普通物 軟腐
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 オオタバコガ、ヨトウ ベジキーパー水和剤 ◎ 普通物 腐敗病
スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ類、カタツムリ類 アフェットフロアブル 普通物 灰色カビ、菌核病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ アミスター20フロアブル 普通物 菌核病、灰色カビ病

アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ キノンドーフロアブル 普通物 軟腐病、斑点細菌病

アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 スターナ水和剤 普通物 軟腐病、腐敗病
ウララＤＦ 普通物 アブラムシ類 バリダシン液剤５ 普通物 すそ枯、腐敗病
コテツフロアブル 劇物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ ファンタジスタ顆粒水和剤 普通物 灰色カビ病、菌核病

ジュリボフロアブル 普通物 アブラムシ、ヨトウムシ ランマンフロアブル 普通物 ベト病
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、ナモグリバエ レ―バスフロアブル 普通物 ベと病
ディアナSC 普通物 ハモグリバエ、オオタバコガ

トルネードエースＤＦ 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ 展着剤　その他
粘着くん液剤 普通物 ハダニ類　アブラムシ 農薬名 有 種別 用途
ハチハチ乳剤 劇物 アブラムシ、ナモグリバエ アビオンＥ ◎ 普通物 展着剤
ハチハチフロアブル 劇物 アブラムシ類、ナモグリバエ アプローチＢI 普通物 展着剤
プレオフロアブル 普通物 ナモグリバエ、オオタバコガ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

プレバソンフロアブル5 普通物 ナモグリバエ、オオタバコガ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

フェニックス顆粒水和剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ サブマージ 普通物 展着剤
モスピラン顆粒水溶剤 劇物 ナモグリバエ、アザミウマ類 スカッシュ 普通物 展着剤

ハイテンパワー 普通物 展着剤
ワイドコート 普通物 展着剤

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用する
か判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日ホウレンソウ（春秋冬）使用可能農薬一覧表
殺虫剤 殺菌剤

農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途
エスマルクDF ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ Zボルドー ◎ 普通物 軟腐病、斑点細菌病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ類 ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病、灰色カビ病

ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ ランマンフロアブル 普通物 ベト病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 展着剤、その他
アディオン乳剤 普通物 アブラムシ類 農薬名 有 種別 用途
アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ アビオン-E ◎ 普通物 展着剤
カスケード乳剤 普通物 シロオビノメイガ、ハスモンヨトウ アプローチBI 普通物 展着剤
コテツフロアブル 劇物 ホウレンソウケナガコナダニ

パダンSG水溶剤 劇物 ミナミキイロアザミウマ

プレバソンフロアブル5 普通物 ハスモンヨトウ

ホウレンソウ（夏）使用可能農薬一覧表
殺虫剤 殺菌剤

農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途
エスマルクDF ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 軟腐病、斑点細菌病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 ドイツボルドーA ◎ 普通物 ベト病、軟腐病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ クロールピクリン 劇物 青枯、萎凋病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ タチガレン液剤 普通物 立枯病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 ドロクロール 劇物 青枯、萎凋病
アグロスリン乳剤 劇物 ヨトウムシ、アブラムシ類 バスアミド微粒剤 劇物 萎凋病、株腐病
アディオン乳剤 普通物 アブラムシ類 ランマンフロアブル 普通物 ベト病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ類、ネギアザミウマ

アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ
コテツフロアブル 劇物 ホウレンソウケナガコナダニ アビオンーE ◎ 普通物 展着剤
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ ラッソー乳剤 普通物 一年生雑草
ノーモルト乳剤 普通物 ヨトウムシ アプローチBI 普通物 展着剤
パダンSG水溶剤 劇物 ミナミキイロアザミウマ

パダン粒剤４ 劇物 ミナミキイロアザミウマ

フォース粒剤 劇物 ネキリムシ類

ホウレンソウ（加工）使用可能農薬一覧表
殺虫剤 殺菌剤

農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途
エスマルクDF ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 軟腐病、斑点細菌病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病 ドイツボルドーA ◎ 普通物 ベト病、軟腐病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ クロールピクリン 劇物 青枯、萎凋病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ タチガレン液剤 普通物 立枯病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 ドロクロール 劇物 青枯、萎凋病
アグロスリン乳剤 劇物 ヨトウムシ、アブラムシ類 バスアミド微粒剤 劇物 萎凋病、株腐病
アディオン乳剤 普通物 アブラムシ類 ランマンフロアブル 普通物 ベト病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ類、ネギアザミウマ リドミル粒剤2 普通物 ベト病
アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ
アルバリン粒剤 普通物 アブラムシ類
カスケード乳剤 普通物 タネバエ、ハスモンヨトウ 展着剤、その他
カルホス粉剤 普通物 タネバエ 農薬名 有 種別 用途
コテツフロアブル 劇物 ホウレンソウケナガコナダニ アビオン-E ◎ 普通物 展着剤
スタークル粒剤 普通物 アブラムシ類 ラッソー乳剤 普通物 除草剤
ダイアジノン粒剤5 普通物 タネバエ、ヒメクロユスリカ

ノーモルト乳剤 普通物 ヨトウムシ
パダンSG水溶剤 劇物 ミナミキイロアザミウマ

パダン粒剤４ 劇物 ミナミキイロアザミウマ

フォース粒剤 劇物 ネキリムシ類
プレバソンフロアブル5 普通物 ハスモンヨトウ

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用する
か判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日

ニラ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

基本的に農薬使用なし

ミズナ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

基本的に農薬使用なし

かき菜使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 バダニ類、アブラムシ

長ねぎ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ類、シロイチモジヨトウ Zボルドー ◎ 普通物 斑点細菌病、褐斑細菌病

スタークル顆粒水和剤 普通物 アザミウマ類 アミスター20フロアブル 普通物 黄、黒班病、サビ病

ダントツ水溶剤 普通物 ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ オリゼメート粒剤 普通物 軟腐病
ダントツ粒剤 普通物 ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ スターナ水和剤 普通物 軟腐病

展着剤・その他
農薬名 有 種別 用途

ゴーゴーサン乳剤30 普通物 一年生雑草

九条ねぎ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ類 アミスター20フロアブル 普通物 さび病、べと病
アグリメック 普通物 ネギアザミウマ カッパーシン水和剤 普通物 軟腐病
アファーム乳剤 普通物 シロイチモジヨトウ ストロビーフロアブル 普通物 さび病、黒斑病
アルバリン顆粒水和剤 普通物 アザミウマ類、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、タネバエ、ネギコガ ダコニール1000 普通物 小菌核腐敗病、苗立枯病

ウララDF 普通物 ネギアザミウマ ベルクート水和剤 普通物 さび病、黒斑病
スミチオン乳剤 普通物 アブラムシ類、アザミウマ類、ネギコガ ペンコゼブフロアブル 普通物 黒斑病、さび病
ディアナSC 普通物 アザミウマ類、シロイチモジヨトウ ランマンフロアブル 普通物 べと病
トルネードエースDF 普通物 シロイチモジヨトウ リドミルゴールドMZ 普通物 べと病
ハチハチ乳剤 劇物 アザミウマ類、ネギコガ

プレバソンフロアブル5 普通物 ネギコガ、ハモグリバエ類 展着剤・その他
農薬名 有 種別 用途

ラウンドアップマックスロード 普通物 一年生雑草

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してど
の農薬を使用するか判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日
ブロッコリー使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺虫剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エコマスターBT ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ ハチハチ乳剤 劇物 アオムシ、コナガ
エスマルクDF ◎ 生物製剤 アオムシ、ヨトウムシ ファルコンエースフロアブル 普通物 オオタバコガ、ヨトウムシ

サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 アオムシ、ヨトウムシ フェニックス顆粒水和剤 普通物 ハスモンヨトウ、コナガ

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アオムシ、コナガ プレオフロアブル 普通物 コナガ、ハスモンヨトウ

ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ プレバソンフロアブル5 普通物 コナガ、アオムシ
チューンアップ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ 殺菌剤
トアロー水和剤ＣＴ ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ、ヨトウムシ 農薬名 有 種別 用途
トアローフロアブルＣＴ ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ Zボルドー ◎ 普通物 花蕾腐敗病
フローバックDF ◎ 生物製剤 コナガ、ハスモンヨトウ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 灰色カビ、うどんこ病

ボタニガードES ◎ 生物製剤 コナガ、アザミウマ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ ペジキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 黒腐、腐敗病
アニキ乳剤 普通物 コナガ、アオムシ アミスター20フロアブル 普通物 ベト病
アファーム乳剤 普通物 コナガ、アオムシ オラクル顆粒水和剤 普通物 根こぶ病
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ スターナ水和剤 普通物 軟腐病
ウララＤＦ 普通物 アブラムシ類 レ―バスフロアブル 普通物 べと病
キックオフ顆粒水和剤 普通物 アブラムシ、コナガ

コテツフロアブル 普通物 アオムシ、ヨトウムシ 展着剤　その他
ジュリボフロアブル 普通物 アザミウマ、アブラムシ 農薬名 有 種別 用途
スタークル顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ、コナガ アビオンE ◎ 普通物 展着剤
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、アオムシ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

トルネードエースDF 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ アプローチB１ 普通物 展着剤
トルネードフロアブル 普通物 コナガ、アオムシ ベタリン-A 普通物 展着剤

まくぴか 普通物 展着剤

ミニカリフラワー・オレンジ美星使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ Ｚボルドー ◎ 普通物 軟腐、斑点細菌
エコマスターBT ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ エコショット ◎ 生物製剤 灰色カビ病
サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 腐敗病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 コナガ バイオキーパー水和剤 ◎ 普通物 軟腐病
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ

トアロー水和剤CT ◎ 生物製剤 コナガ、アザミウマ

フローバックDF ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ 展着剤・その他
ボタニガードES ◎ 生物製剤 コナジラミ、アザミウマ 農薬名 有 種別 用途
アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

アニキ乳剤 普通物 コナガ、ハスモンヨトウ ハイテンパワー 普通物 展着剤
アファーム乳剤 劇物 オオタバコガ、アザミウマ

ウララDF 普通物 アブラムシ
コテツフロアブル 劇物 コナガ
ディアナＳＣ 普通物 コナガ
プレバソンフロアブル5 普通物 コナガ、ハスモンヨトウ

芽キャベツ使用可能農薬一覧表
殺菌剤

殺虫剤 農薬名 有 種別 用途
農薬名 有 種別 用途 Ｚボルドー ◎ 普通物 腐敗病

エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ コサイドＤＦ ◎ 普通物 腐敗病、褐斑細菌病

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 ハスモンヨトウ コサイド3000 ◎ 普通物 腐敗病、斑点細菌病

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ、ハスモンヨトウ カッパーシン水和剤 普通物 黒腐病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ類 フロンサイド粉剤 普通物 根こぶ病
アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ マスターピース水和剤 普通物 軟腐病
オンコル粒剤5 普通物 アブラムシ類 リゾレックス水和剤 普通物 立枯病
コテツフロアブル 劇物 ハスモンヨトウ
フェニックス顆粒水和剤 普通物 アオムシ、ウワバ類 展着剤
モスピラン顆粒水溶剤 劇物 アブラムシ類 農薬名 有 種別 用途
モスピラン水溶剤 劇物 アブラムシ類 クレフノン 普通物 展着剤

スカッシュ 普通物 展着剤
◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、使用可能性のある農薬であり、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用する
か判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日青首・聖護院ダイコン使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ Zボルドー ◎ 普通物 黒班細菌病、日さび病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類 コサイドボルドー ◎ 普通物 軟腐病、黒腐病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 コナガ、アオムシ サンボルドー ◎ 普通物 ベト病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
チューンアップ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ アミスター20フロアブル 普通物 白さび病、ワッカ症

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、シロイチモジヨトウ カスミンボルドー 普通物 軟腐病、ワッカ症

トアローフロアブルCT ◎ 生物製剤 オオタバコガ、アオムシ カッパーシン水和剤 普通物 軟腐病、黒斑細菌

バシレックス水和剤 ◎ 生物製剤 ヨトウ、コナガ スターナ水和剤 普通物 軟腐病
フローバックDF ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ バリダシン液剤5 普通物 軟腐病
アクセルフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 除草剤
アタブロン乳剤 普通物 ヨトウ、キスジ、コナガ 農薬名 有 種別 用途
アファーム乳剤 普通物 コナガ、アオムシ ラッソー乳剤 普通物 1年生雑草
アルバリン粒剤 普通物 アブラムシ、キスジ

エルサン乳剤 劇物 ヨトウ、キスジ
カスケード乳剤 普通物 コナガ、アオムシ

スタークル粒剤 普通物 キスジノミハムシ、アブラムシ

ダイアジノン粒剤 普通物 コガネムシ類幼虫、ケラ 展着剤　
ターズバン粒剤 劇物 キスジノミハムシ 農薬名 有 種別 用途
ディアナSC 普通物 ハモグリバエ、オオタバコガ アビオンE ◎ 普通物 展着剤
トレボン乳剤 普通物 ヨトウ、アブラムシ クミアイクミテン 普通物 展着剤
ネマキック粒剤 普通物 ネグサレセンチュウ クレフノン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

ネマトリンエース粒剤 普通物 ネグサレセンチュウ プラテン80 普通物 展着剤
パダンSG水溶剤 劇物 コナガ、ダイコンシンクイムシ ベタリンーA 普通物
ハチハチ乳剤 劇物 アオムシ、キスジ

プレバソンフロアブル5 普通物 ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ

ベネビアＯＤ 普通物 コナガ、アオムシ、ヨトウムシ

モスピラン水溶剤 劇物 キスジ、アブラムシ

ランネート45DF 劇物 コナガ、アブラムシ類

ニンジン使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

使用なし Zボルドー ◎ 普通物 黒葉枯病

◎：ＪＡＳ法で使用可能な農薬。優先的に使用する。

注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。したがって全て
の農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日タマネギ使用可能農薬一覧表

殺菌剤 展着剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

Ｚボルドー ◎ 普通物 斑点細菌病 アビオンＥ ◎ 普通物 展着剤
ドイツボルドーA ◎ 普通物 白色疫病

トマト使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エコピタ液剤 ◎ 普通物 アブラムシ、コナジラミ ICボルドー66D ◎ 普通物 疫病
エコマスターBT ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 疫病、輪紋病
エスマルクDF ◎ 生物製剤 オオタバコガ、コナガ アカリタッチ乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病

ゴッツA ◎ 生物製剤 コナジラミ、アブラムシ イオウフロアブル ◎ 普通物 トマトサビダニ、うどんこ病

コロマイト乳剤 ◎ 普通物 トマトサビダニ、コナジラミ インプレッションクリア ◎ 普通物 うどんこ病、灰色カビ病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、アブラムシ インプレッション水和剤 ◎ 生物製剤 葉カビ病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ、オオタバコガ エコショット ◎ 生物製剤 葉カビ病
スワルスキー ◎ 生物製剤 アザミウマ、コナジラミ クリーンカップ ◎ 生物製剤 葉カビ病、疫病

ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 ハスモンヨトウ、ヨトウムシ ケミヘル ◎ 生物製剤 葉カビ病、疫病

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ、アオムシ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 軟腐、白サビ病

トアローフロアブルＣＴ ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ ドイツボルドーＡ ◎ 普通物 疫病、葉カビ病
プリファード水和剤 ◎ 生物製剤 コナジラミ類、ワタアブラムシ バイオキーパー水和剤 ◎ 生物製剤 軟腐病
フローバックＤＦ ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ、ヨトウムシ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病、灰色カビ病

ボタニガードES ◎ 生物製剤 コナジラミ ボトキラー水和剤 ◎ 普通物 灰色カビ、うどんこ病

アーデント水和剤 普通物 オオタバコガ、ミカンキイロアザミウマ アフェットフロアブル 普通物 灰色カビ病、うどんこ病

アタブロン乳剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ アミスター20フロアブル 普通物 葉カビ、灰色カビ

アドマイヤー顆粒水和剤 劇物 コナジナミ、アブラムシ カスミンボルドー 普通物 かいよう病、葉カビ病

アニキ乳剤 普通物 オオタバコガ、コナジラミ カンタスドライフロアブル 普通物 灰色カビ、菌核病

アルバリン顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ ジャストミート顆粒水和剤 普通物 灰色カビ
ウララＤＦ 普通物 アブラムシ、コナジラミ スコア顆粒水和剤 普通物 すすかび病、葉カビ

ガードホープ液剤 劇物 ネコブセンチュウ、トマトサビダニ セイビアーフロアブル20 普通物 灰色カビ
クリアザールフロアブル 普通物 コナジラミ、トマトサビダニ ダイアメリットＤＦ 普通物 灰色カビ、すすカビ

コテツフロアブル 劇物 トマトサビダニ、ナミハダニ ダコニール1000 普通物 疫病、輪紋病
コルト顆粒水和剤 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類 タフパール 普通物 灰色カビ、葉カビ

サンマイトフロアブル 劇物 コナジラミ類、ハダニ類 トリフミンジェット 普通物 葉カビ病
スタークル顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ類 トリフミン水和剤 普通物 葉カビ、すすかび病

ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ ピクシオＤＦ 普通物 灰色カビ病、菌核病

チェス顆粒水和剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ類 ファンタジスタ顆粒水和剤 普通物 菌核病、葉カビ病

チェス水和剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ フルピカフロアブル 普通物 灰色カビ病
ディアナＳＣ 普通物 コナジラミ、アザミウマ ベルクート水和剤 普通物 葉カビ、灰色カビ

ネマトリンエース粒剤 普通物 ネコブセンチュウ ベルクートフロアブル 普通物 灰色カビ病、葉カビ病

粘着くん液剤 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類 ホライズンドライフロアブル 普通物 疫病、葉カビ
ノーモルト乳剤 普通物 ハスモンヨトウ、コナジラミ類 ポリオキシンAL水溶剤 普通物 葉カビ、灰色かび

ハチハチ乳剤 劇物 アブラムシ類、ハモグリバエ類 ライメイフロアブル 普通物 疫病
バリアード顆粒水和剤 劇物 アブラムシ、コナジラミ類 ランマンフロアブル 普通物 疫病
プリロッソ粒剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ レーバスフロアブル 普通物 疫病
プレオフロアブル 普通物 ハモグリバエ、オオタバコガ ロブラール水和剤 普通物 灰色カビ病
プレバソンフロアブル5 普通物 オオタバコガ、コナジラミ

ベストガード水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ類 植物生長調整剤・展着剤
ベストガード粒剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ類 農薬名 有 種別 用途

ベリマークＳＣ 普通物 アブラムシ、コナジラミ アビオンＥ ◎ 普通物 展着剤
マイコタール 普通物 コナジラミ類 アプローチBI 普通物 展着剤
マイトコーネフロアブル 普通物 トマトサビダニ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

マッチ乳剤 普通物 オオタバコガ、トマトサビダニ スカッシュ 普通物 葉カビ病
モスピラン顆粒水溶剤 劇物 アブラムシ、コナジラミ トマトトーン 普通物 熟期の促進
モスピランジェット 劇物 コナジラミ、ミカンキイロアザミウマ ブレイクスルー 普通物 展着剤
モスピラン水溶剤 劇物 コナジラミ、アザミウマ まくぴか 普通物 展着剤

モベントフロアブル 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類

ラグビーＭＣ粒剤 普通物 ネコブセンチュウ

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか
判断する。したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日ミニトマト使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 疫病、輪紋病
エンストリップ ◎ 生物製剤 コナジラミ類 アカリタッチ乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、うどんこ病

コロマイト乳剤 ◎ 普通物 トマトサビダニ、ハモグリバエ カリグリーン ◎ 普通物 灰色カビ、うどんこ病

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、アブラムシ クリーンカップ ◎ 生物製剤 葉カビ病、疫病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ、ハモグリバエ ケミヘル ◎ 生物製剤 葉カビ病、疫病
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 白サビ病、うどんこ病

ボタニガードES ◎ 生物製剤 コナジラミ類 ドイツボルドーＡ ◎ 普通物 葉カビ病、斑点病

アーデント水和剤 普通物 オオタバコガ、キカニキイロアザミウマ バチスター水和剤 ◎ 生物製剤 うどんこ病、灰色かび病

アドマイヤー顆粒水和剤 劇物 コナジナミ、アブラムシ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病、灰色カビ病

アファーム乳剤 普通物 マメハモグリバエ ボトキラー水和剤 ◎ 生物製剤 灰色カビ、うどんこ病

アニキ乳剤 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ アフェットフロアブル 普通物 うどんこ病、菌核病

アルバリン顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ類 アミスターオプティフロアブル 普通物 炭そ病、灰色かび病

ウララＤＦ 普通物 コナジラミ、アブラムシ カンタスドライフロアブル 普通物 灰色カビ、菌核病

オレート液剤 普通物 コナジラミ類、アブラムシ類 ゲッター水和剤 普通物 灰色かび病、菌核病

カスケード乳剤 普通物 マメハモグリバエ、トマトハモグリバエ ダコニール1000 普通物 うどんこ病、疫病

クリアザールフロアブル 普通物 コナジラミ、トマトサビダニ トップジンＭ水和剤 普通物 斑点病、灰色かび病

コルト顆粒水和剤 普通物 コナジラミ、アブラムシ トリフミンジェット 普通物 葉かび病
サンマイトフロアブル 劇物 コナジラミ類、ハダニ類 トリフミン水和剤 普通物 葉かび病、すすかび病

スタークル顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ類 パンチョＴＦ顆粒水和剤 普通物 うどんこ病
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類 ファンタジスタ顆粒水和剤 普通物 菌核病、灰色カビ病

トリガード液剤 普通物 ハモグリバエ類 フェスティバルＣ水和剤 普通物 疫病
チェス顆粒水和剤 普通物 アブラムシ類、コナジラミ類 フルピカフロアブル 普通物 灰色かび病
チェス水和剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ類 ベルクート水和剤 普通物 葉カビ、灰色カビ

ディアナＳＣ 普通物 コナジラミ、アザミウマ類 ベルクートフロアブル 普通物 うどんこ病、すすかび病、灰色カビ病

ネマキック粒剤 普通物 ネコブセンチュウ ホライズンドライフロアブル 普通物 疫病、葉カビ病
ハチハチ乳剤 劇物 アブラムシ類、コナジラミ類 ロブラール水和剤 普通物 灰色カビ病、斑点病

バリアード顆粒水和剤 劇物 アブラムシ、コナジラミ類

プレオフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ 植物生長調整剤・展着剤
プレバソンフロアブル5 普通物 ハモグリバエ類、オオタバコガ 農薬名 有 種別 用途
ベストガード水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ類 アプローチBI 普通物 展着剤
ベストガード粒剤 普通物 コナジラミ類、マメハモグリバエ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

マイトコーネフロアブル 普通物 ハダニ類、トマトサビダニ スカッシュ 普通物 展着剤
マッチ乳剤 普通物 ミカンキイロアザミウマ、トマトサビダニ トマトトーン 普通物 着果促進
モスピラン顆粒水溶剤 劇物 アブラムシ、コナジラミ ブレイクスルー 普通物 展着剤
モスピランジェット 劇物 コナジラミ、ミカンキイロアザミウマ まくぴか 普通物 展着剤
モスピラン水溶剤 劇物 コナジラミ、アザミウマ類

オクラ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ

サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、アブラムシ

スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ類、かたつむり類、アフリカマイマイ

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アオムシ、オオタバコガ

バシレックス水和剤 ◎ 生物製剤 アオムシ、コナガ 展着剤
アタブロン乳剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ 農薬名 有 種別 用途
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ、アザミウマ アビオン-E ◎ 普通物 展着剤
アファーム乳剤 普通物 オオタバコガ アプローチＢＩ 普通物 展着剤
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類
コテツフロアブル 劇物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ

ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ
トレボン乳剤 普通物 アブラムシ、カメムシ

マトリックフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。したがって全て
の農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日トウモロコシ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 アワノメイガ
サブリナフロアブル ◎ 生物製剤 アワノメイガ
ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ
デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ 展着剤　その他
アファーム乳剤 普通物 オオタバコガ、ヨトウムシ 農薬名 有 種別 用途

トレボン乳剤 普通物 アワノメイガ、アワヨトウ アプローチBI 普通物 展着剤
パダンＳＧ水溶剤 劇物 アワノメイガ プラテン80 普通物 展着剤
フェニックス顆粒水和剤 普通物 アワノメイガ、オオタバコガ ニューハモーラ 普通物 液肥

プレバソンフロアブル5 普通物 アワノメイガ
マトリックフロアブル 普通物 アワノメイガ

キュウリ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エコマスターＢＴ ◎ 生物製剤 アブラムシ、コナガ Ｚボルドー ◎ 普通物 ベト病
エスマルクＤＦ ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ カリグリーン ◎ 普通物 うどんこ病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 普通物 アザミウマ、トマトハモグリバエ クリーンカップ ◎ 生物製剤 ベト病、褐班病

スワルスキー ◎ 生物製剤 アザミウマ、コナジラミ ケミヘル ◎ 生物製剤 ベト病、褐班病
スワルスキープラス ◎ 普通物 アザミウマ、コナジラミ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 斑点細菌
パイレーツ粒剤 ◎ 普通物 アザミウマ類 アフェットフロアブル 普通物 灰色かび、うどんこ病、菌核病

アドマイヤー1粒剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ アミスター20フロアブル 普通物 うどんこ病、ベト病

アルバリン顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ、アザミウマ カッパ－シン水和剤 普通物 斑点細菌、ベト病

アルバリン粒剤 普通物 ハモグリバエ、アブラムシ クリーンサポート 普通物 灰色かび、うどんこ病

ウララＤＦ 普通物 アブラムシ、コナジラミ ジャストミート顆粒水和剤 普通物 菌核病、灰色カビ病

カネマイトフロアブル 普通物 ハダニ類 ストロビーフロアブル 普通物 うどんこ病、ベト病

コテツフロアブル 劇物 アザミウマ、ハダニ類 セイビアーフロアブル20 普通物 菌核、灰色かび病

スターマイトフロアブル 普通物 ハダニ類 ダコニール１０００ 普通物 うどんこ病、ベト病

ダニサラバフロアブル 普通物 ハダニ類 トリフミン水和剤 普通物 うどんこ病、黒星病

ダニトロンフロアブル 普通物 ハダニ類 ビスダイセン水和剤 普通物 斑点細菌、ベト病

ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ フルピカフロアブル 普通物 うどんこ、灰色かび

チェス水和剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ プロパティフロアブル 普通物 うどんこ病
ネマトリンエース粒剤 普通物 ネコブセンチュウ プロポーズ顆粒水和剤 普通物 褐斑病、ベト病
ネマキック粒剤 普通物 ネコブセンチュウ ベトファイター顆粒水和剤 普通物 ベト病
ハチハチ乳剤 劇物 コナジラミ類、アザミウマ類 ベルクート水和剤 普通物 うどんこ、灰色かび

ピラニカEW 劇物 アブラムシ、ハダニ類 ホライズンドライフロアブル 普通物 ベト病
プレオフロアブル 普通物 ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ ポリオキシンAL水和剤 普通物 うどんこ病
プレバソンフロアブル5 普通物 ハモグリバエ、ウリノメイガ ポリベリン水和剤 普通物 灰色かび、うどんこ病

ベストガード水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ マスターピース水和剤 普通物 軟腐病
モスピラン水溶剤 劇物 コナジラミ、アブラムシ モレスタン水和剤 普通物 うどんこ病、コナジラミ

モベントフロアブル 普通物 アザミウマ、アブラムシ ランマンフロアブル 普通物 ベト病
ラグビーMC粒剤 普通物 ネコブセンチュウ

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。
したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日

チャマメ・エダマメ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

コロマイト乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類 Ｚボルドー ◎ 普通物 褐斑細菌症
フローバックＤＦ ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 白サビ病、うどんこ病

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類、カメムシ類

アファーム乳剤 普通物 ハスモンヨトウ
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 カメムシ、フタスジヒメムシ 展着剤　その他
カスケード乳剤 普通物 カメムシ、ハスモンヨトウ 農薬名 有 種別 用途
クルーザーＦＳ30 普通物 タネバエ、ネキリムシ類、アブラムシ類 アビオンＥ ◎ 普通物 展着剤
ダニトロンフロアブル 普通物 ハダニ、チャノホコリダニ アプローチBI 普通物 展着剤
トレボンMC 普通物 カメムシ、ハスモンヨトウ アプロン 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

トレボン乳剤 普通物 カメムシ、ハスモンヨトウ ハイテンパワー 普通物 展着剤

プレバソンフロアブル5 普通物 ハスモンヨトウ

ピーマン使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

エスマルクDF ◎ 生物製剤 オオタバコガ ジーファイン水和剤 ◎ 普通物 うどんこ病
スピノエース顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アザミウマ、オオタバコガ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 オオタバコガ
トアローフロアブルCT ◎ 生物製剤 オオタバコガ
モスピランン水溶剤 劇物 アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ

ナス使用可能農薬一覧表

エスマルクDF ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ Ｚボルドー ◎ 普通物 ベト病
エコマスターＢＴ ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ エコショット ◎ 生物製剤 灰色カビ病
サンクリスタル乳剤 ◎ 普通物 ハダニ類、アブラムシ カリグリーン ◎ 普通物 うどんこ病、さび病

ゼンターリ顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、オオタバコガ ケミヘル ◎ 生物製剤 灰色かび、うどんこ病

スピノエース顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 アザミウマ、オオタバコガ ドイツボルドーＡ ◎ 普通物 軟腐病、ベト病
スラゴ ◎ 普通物 ナメクジ、カタツムリ、アフリカマイマイ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 灰色かび、うどんこ病

スワルスキー ◎ 生物製剤 アザミウマ、コナジラミ ボトキラー水和剤 ◎ 生物製剤 うどん粉病、葉カビ病

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 コナガ、アオムシ アフェットフロアブル 普通物 すすかび、うどんこ病

バシレックス水和剤 ◎ 普通物 タマナギウワバ、コナガ、ヨトウムシ アミスター20フロアブル 普通物 うどんこ、すすかび病

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ ダコニ―ル1000 普通物 うどんこ病、黒枯病

アタブロン乳剤 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ トリフミン水和剤 普通物 すすかび、うどんこ病

アーデント水和剤 普通物 ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ バリダシン液剤5 普通物 青枯病
アドマイヤー顆粒水和剤 劇物 アブラムシ類、コナジラミ類 パンチョTF顆粒水和剤 普通物 うどんこ病
アニキ乳剤 普通物 ハスモンヨトウ、コナジラミ フルピカフロアブル 普通物 うどんこ病、灰色かび病

アファーム乳剤 普通物 ハダニ類、ハスモンヨトウ プロパティフロアブル 普通物 うどんこ病
アルバリン顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ類、アブラムシ類 ベルクート水和剤 普通物 灰色かび病、すすかび病

ウララＤＦ 普通物 アブラムシ、コナジラミ ホライズンドライフロアブル 普通物 褐色腐敗病
カウンター乳剤 普通物 コナジラミ、オオタバコガ ポリオキシンＡＬ水溶剤 普通物 灰色カビ病、すすかび病、うどんこ病

コテツフロアブル 劇物 チャノホコリダニ モレスタン水和剤 普通物 うどんこ病、チャノホコリダニ

サイアノックス乳剤 普通物 テントウムシダマシ ランマンフロアブル 普通物 褐色腐敗病
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ、ハモグリバエ レーバスフロアブル 普通物 褐色腐敗病
ディアナＳＣ 普通物 コナジラミ、オオタバコガ

トルネードフロアブル 普通物 オオタバコガ、ハスモンヨトウ 展着剤　その他
トレボン乳剤 普通物 アブラムシ、コナジラミ 農薬名 有 種別 用途
ハチハチ乳剤 劇物 アブラムシ類、アザミウマ類 アプロン ◎ 普通物 銅水和剤による薬害の軽減

ピラニカEW 劇物 ハダニ類、チャノホコリダニ アプローチBI 普通物 展着剤
フェニックス顆粒水溶剤 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ トマトトーン 普通物 着果促進
プレバソンフロアブル5 普通物 ハモグリバエ、オオタバコガ ニーズ 普通物 展着剤

ベストガード水溶剤 普通物 アブラムシ ハイテンパワー 普通物 展着剤

ベストガード粒剤 普通物 ミナミキイロアザミウマ、アブラムシ

マトリックフロアブル 普通物 ハスモンヨトウ、オオタバコガ

モスピラン顆粒水溶剤 普通物 コナジラミ類、アザミウマ類

モベントフロアブル 普通物 ハダニ、チャノホコリダニ

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。
したがって全ての農薬を使用するわけではありません。
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いんげん使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

アドマイヤー1粒剤 普通物 アブラムシ類 Ｚボルドー ◎ 普通物 褐斑細菌病、軟腐病

アファーム乳剤 普通物 マメハモグリバエ

アルバリン粒剤 普通物 アブラムシ類
トレボン乳剤 普通物 ワタアブラムシ、ウラナミシジミ

モスピラン顆粒水溶剤 劇物 アブラムシ類

たかのつめ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

アクタラ顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ類 ロブラール水和剤 普通物 灰色カビ病
アファーム乳剤 普通物 オオタバコガ
モスピラン水溶剤 劇物 アブラムシ類

かぼちゃ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

アファーム乳剤 普通物 アザミウマ類 エコショット ◎ 生物製剤 灰色かび病
ダントツ水溶剤 普通物 アブラムシ ハーモメイト水溶剤 ◎ 普通物 うどんこ病、灰色カビ病

ボトキラー水和剤 ◎ 生物製剤 うどんこ、灰色かび病

ブルーベリー使用農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

デルフィン顆粒水和剤 ◎ 生物製剤 イラガ類 インプレッション水和剤 ◎ 生物製剤 斑点病
カリグリーン 普通物 灰色カビ

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。
注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。したがって全て
の農薬を使用するわけではありません。
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作成日：平成28年3月24日ズッキーニ使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

アディオン乳剤 普通物 アブラムシ、フキノメイガ イオウフロアブル ◎ 普通物 うどんこ病
アドマイヤーフロアブル 劇物 アブラムシ
スタークル顆粒水溶剤 普通物 アブラムシ
モベントフロアブル 普通物 アブラムシ、コナジラミ

じゃがいも使用可能農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

使用なし ドイツボルドーＡ ◎ 普通物 疫病

こんにゃくいも使用農薬一覧表

殺虫剤 殺菌剤
農薬名 有 種別 用途 農薬名 有 種別 用途

アドマイヤー1粒剤 普通物 アブラムシ ICボルドー66D ◎ 普通物 腐敗病・葉枯病
スミチオン乳剤 普通物 アブラムシ Ｚボルドー ◎ 普通物 腐敗病・葉枯病

アグレプト液剤 普通物 腐敗病
除草剤 スターナ水和剤 普通物 腐敗病

農薬名 有 種別 用途 トリフミン水和剤 普通物 乾腐病
エコパートフロアブル 普通物 一年生雑草 ドロクロール 劇物 乾腐病・白絹病
クレマート乳剤 普通物 一年生雑草 ナレート水和剤 普通物 腐敗病

リドミル粒剤2 普通物 根腐病
展着剤

農薬名 有 種別 用途
アグロガード 普通物 展着剤

◎：JAS法で使用可能な農薬。優先的に使用する。

注意：上記表について、病虫害の特性や農薬抵抗性を加味してどの農薬を使用するか判断する。したがって全て
の農薬を使用するわけではありません。
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