
農薬
年度

作物名 件数

20 わさび 13
20 ネクタリン 11
20 からしな（種子） 7
20 マンゴー 6
20 おうとう 5
20 しそ 5
20 すもも 5
20 食用ぎく 5
20 ブルーベリー 4
20 アスパラガス 3
20 ししとう 3
20 とうがらし類 3
20 リーフレタス 3
20 非結球レタス 3
20 きく（葉） 2
20 きゅうり（葉） 2
20 しそ（花穂） 2
20 びわ（葉） 2
20 食用ミニバラ 2
20 食用桑（果実） 2
20 未成熟そらまめ 2
20 あけび（果実） 1
20 アテモヤ 1
20 アロニア 1
20 あんず 1
20 いちじく 1
20 うど 1
20 えごま（種子） 1
20 エンダイブ 1
20 おかひじき 1
20 オリーブ 1
20 オリーブ（葉） 1
20 かりん 1
20 かんきつ 1
20 くるみ 1
20 さやえんどう 1
20 しそ科葉菜類（バジルを除く） 1
20 ズッキーニ 1
20 セネガ 1

20
せり科葉菜類（コリアンダー（葉）、セルリー、パセ
リ、みつば、せりを除く）

1

20 せんぶり 1
20 たらのき 1

地域特産作物（マイナー作物）の主な農薬登録状況
（農薬年度別件数上位順）

（農薬年度別：平成１９年１０月～平成２４年９月）

【注】農薬年度（例：２０農薬年度：１９年１０月～２０年９月）

参考資料 

1 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

20 つるな 1
20 とうがん 1
20 なばな 1
20 にがうり 1
20 バジル 1
20 ハスカップ 1
20 パセリ 1
20 はつかだいこん 1
20 パッションフルーツ 1
20 はなっこりー 1
20 ふき 1
20 ふだんそう 1
20 ホップ 1
20 みずな 1
20 みつば 1
20 モロヘイヤ 1
20 ラズベリー 1
20 らっきょう 1
20 食用パンジー 1
20 薬用にんじん 1
20 葉しょうが 1
計 ６１作物 132
21 未成熟そらまめ 15
21 ネクタリン 8
21 非結球レタス 7
21 オリーブ（葉） 5
21 ししとう 5
21 とうがらし類（ししとうを除く） 5
21 アスパラガス 4
21 おうとう 4
21 びわ 4
21 からしな（種子） 3
21 にがうり 3
21 食用パンジー 3
21 葉ごぼう 3
21 立ちちしゃ 3
21 オリーブ 2
21 くるみ 2
21 ズッキーニ 2
21 せんぶり 2
21 つるむらさき 2
21 とうがらし（葉） 2
21 にんにく 2
21 バジル 2
21 ヤングコーン 2
21 よもぎ 2
21 実えんどう 2
21 食用トレニア 2
21 漬物用すいか（トンネル・マルチ栽培） 2
21 漬物用メロン（露地栽培（トンネル・マルチ栽培）） 2
21 あしたば 1

2 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

21 アテモヤ 1
21 アマランサス（茎葉） 1
21 いちじく 1
21 いちょう(種子) 1
21 かりん 1
21 かんきつ 1
21 グアバ（果実） 1
21 グアバ（葉） 1
21 ケール 1
21 サラダ菜 1
21 しそ 1
21 しそ（花穂） 1
21 しそ科葉菜類（えごま（葉）、しそを除く） 1
21 食用ほおずき 1
21 すいぜんじな 1
21 ズッキーニ（花） 1
21 すもも 1
21 せり 1
21 せんきゅう 1
21 そば 1
21 タラゴン 1
21 ディル（葉） 1
21 とうき 1
21 とりかぶと（薬用） 1
21 なばな 1
21 バナナ 1
21 パパイヤ 1
21 はまなす（果実） 1
21 びわ（葉） 1
21 ふき 1
21 ふき（ふきのとう） 1
21 もりあざみ 1
21 モロヘイヤ 1
21 ラズベリー 1
21 らっきょう 1
21 リーフレタス 1
21 レモン 1
21 茎ブロッコリー 1
21 小粒核果類 1
21 小粒核果類（うめを除く） 1
21 食用エキザカム 1
21 食用カーネーション 1
21 食用さくら（葉） 1
21 食用せんにちこう 1
21 食用プリムラ 1
21 食用へちま 1
21 食用ミニバラ 1
21 未成熟ささげ 1
計 ７７作物 149
22 ネクタリン 8
22 にら（花茎） 7

3 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

22 ふき（ふきのとう） 7
22 からしな（種子） 6
22 きく（葉） 5
22 ししとう 5
22 びわ（葉） 5
22 ブルーベリー 5
22 ホップ 4
22 食用エキザカム 4
22 食用トレニア 4
22 食用パンジー 4
22 食用金魚草 4
22 すもも 3
22 せり 3
22 マンゴー 3
22 食用せんにちこう 3
22 食用なでしこ 3
22 食用ゆり 3
22 葉たまねぎ 3
22 おうとう 2
22 かき（葉） 2
22 くきちしゃ 2
22 さやえんどう 2
22 にがうり 2
22 はつかだいこん 2
22 ふき 2
22 ヤングコーン 2
22 リーフレタス 2
22 食用ミニバラ 2
22 漬物用メロン 2
22 葉しょうが 2
22 葉にんにく（マルチ栽培） 2
22 葉にんにく（マルチ栽培を除く） 2
22 立ちちしゃ 2
22 アスパラガス 1
22 アマランサス（茎葉） 1
22 いちじく 1
22 いんげんまめ 1
22 うど 1
22 うり類（漬物用）（しろうり、とうがんを除く） 1
22 エンサイ 1
22 エンダイブ 1
22 オリーブ（葉） 1
22 かんしょ（茎葉） 1
22 きゅうり（花） 1
22 クレソン 1
22 ゴレンシ 1
22 しそ（花穂） 1
22 食用ほおずき 1
22 しろうり 1
22 ズッキーニ（花） 1
22 せり（水耕栽培） 1

4 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

22 たらのき 1
22 チコリ 1
22 チコリ（根株） 1
22 つるむらさき 1
22 ディル（葉） 1
22 とうがらし類 1
22 とうがらし類（ししとうを除く） 1
22 とうがん 1
22 とうき 1
22 なばな 1
22 なばな類 1
22 なばな類（なばな、みずかけなを除く） 1
22 なんてん（葉） 1
22 にんにく 1
22 のざわな 1
22 ハスカップ 1
22 パセリ 1
22 はたけな 1
22 はとむぎ 1
22 はまぼうふう（葉） 1
22 まくわうり 1
22 マンゴー（施設栽培） 1
22 みずいも 1
22 みょうが（花穂） 1
22 みょうが（茎葉） 1
22 もりあざみ 1
22 モロヘイヤ 1
22 らっきょう 1
22 雑穀類（そば、とうもろこしを除く） 1
22 雑穀類（そばを除く） 1
22 食用カーネーション 1
22 食用ぎく 1
22 食用プリムラ 1
22 食用へちま 1
22 食用西洋たんぽぽ 1
22 漬物用すいか 1
計 ８９作物 173
23 非結球レタス 13
23 すもも 7
23 おうとう 4
23 ズッキーニ 4
23 とうがらし類 4
23 ネクタリン 3
23 はなっこりー 3
23 びわ 3
23 ブルーベリー 3
23 もりあざみ 3
23 らっきょう 3
23 いちじく 2
23 うり類（漬物用） 2
23 オリーブ 2

5 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

23 しそ 2
23 しそ（花穂） 2
23 にら（花茎） 2
23 はつかだいこん 2
23 ひえ（水田移植栽培） 2
23 漬物用メロン 2
23 うど 1
23 エンサイ 1
23 オクラ 1
23 きく（葉） 1
23 さんしょう（果実） 1
23 さんしょう（葉） 1
23 しそ科葉菜類 1
23 食用ぎく 1
23 しろうり 1
23 せり 1
23 そば 1
23 タアサイ 1
23 なばな 1
23 にんじん（葉） 1
23 パセリ 1
23 バナナ 1
23 びわ（葉） 1
23 ふき 1
23 ふだんそう 1
23 べにばないんげん 1
23 ホップ 1
23 みつば（水耕栽培） 1
23 みょうが（花穂） 1
23 みょうが（茎葉） 1
23 モロヘイヤ 1
23 ヤングコーン 1
23 甘長とうがらし 1
23 食用カーネーション 1
23 未成熟そらまめ 1
計 ４９作物 97
24 すもも 3
24 らっきょう 3
24 あんず 2
24 えごま（種子） 2
24 ゴレンシ 2
24 しそ 2
24 ズッキーニ 2
24 たらのき 2
24 にがうり 2
24 にんにく 2
24 ネクタリン 2
24 バジル 2
24 パセリ 2
24 ひえ（水田移植栽培） 2
24 ふき 2

6 農薬年度別件数上位順



農薬
年度

作物名 件数

24 ブルーベリー 2
24 ホップ 2
24 みつば 2
24 みょうが（花穂） 2
24 みょうが（茎葉） 2
24 あしたば 1
24 あすっこ（移植栽培） 1
24 アセロラ 1
24 うり類（漬物用） 1
24 おうとう 1
24 おおさきな 1
24 オクラ 1
24 かき（葉） 1
24 キノア 1
24 さんしょう（葉） 1
24 しそ（花穂） 1
24 そば 1
24 たかな 1
24 とうがらし類 1
24 トレビス 1
24 なたね 1
24 なばな 1
24 なばな類 1
24 はすいも（葉柄） 1
24 はつかだいこん 1
24 びわ 1
24 ふき（ふきのとう） 1
24 マンゴー（施設栽培） 1
24 みずな 1
24 みぶな 1
24 やなぎたで 1
24 やまのいも（むかご） 1
24 食用さくら（葉） 1
24 食用金魚草 1
24 葉しょうが 1
計 ５０作物 72

20 ６１作物 132
21 ７７作物 149
22 ８９作物 173
23 ４９作物 97
24 ５０作物 72
計 １７０作物（重複を除く） 623

7 農薬年度別件数上位順



【注】農薬年度（例：２０農薬年度：１９年１０月～２０年９月） 平成２４年１２月１０日　消費・安全局植物防疫課

農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

20 あけび（果実） カメムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 アスパラガス オオタバコガ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 アスパラガス スギナ グリホサートカリウム塩液剤 タッチダウンｉＱ

20 アスパラガス ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 アテモヤ ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 ダニ太郎

20 アロニア シンクイムシ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

20 あんず 灰星病 フェンブコナゾール水和剤 インダーフロアブル

20 いちじく そうか病 ジチアノン水和剤 デランフロアブル

20 うど アブラムシ類 エトフェンプロックス乳剤 トレボンＥＷ

20 えごま（種子） ネキリムシ類 イソキサチオン粒剤 ネキリトンＫ

20 エンダイブ 軟腐病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

20 おうとう ウメシロカイガラムシ チアクロプリド水和剤 バリアード顆粒水和剤

20 おうとう 褐色せん孔病 チウラム水和剤 トレノックスフロアブル

20 おうとう 褐色せん孔病 有機銅水和剤 キノンドーフロアブル

20 おうとう 炭疽病 チウラム水和剤 トレノックスフロアブル

20 おうとう 幼果菌核病
イミノクタジンアルベシル酸塩・フェンヘキサ
ミド水和剤

ダイマジン

20 おかひじき べと病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

20 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ幼虫 スタイナーネマ　カーポカプサエ剤 バイオセーフ

20 オリーブ（葉） オリーブアナアキゾウムシ幼虫 スタイナーネマ　カーポカプサエ剤 バイオセーフ

20 からしな（種子） アオムシ ＢＴ水和剤 サブリナフロアブル

20 からしな（種子） アオムシ ＢＴ水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤

20 からしな（種子） コナガ ＢＴ水和剤 サブリナフロアブル

20 からしな（種子） コナガ ＢＴ水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤

20 からしな（種子） ハスモンヨトウ ＢＴ水和剤 サブリナフロアブル

20 からしな（種子） ヨトウムシ ＢＴ水和剤 サブリナフロアブル

20 からしな（種子） ヨトウムシ ＢＴ水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤

20 かりん ナシヒメシンクイ クロルピリホス水和剤 ダーズバンＤＦ

20 かんきつ ミカンキジラミ 脂肪酸グリセリド乳剤 サンクリスタル乳剤

20 きく（葉） オオタバコガ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 きく（葉） ハダニ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

20 きゅうり（葉） アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 きゅうり（葉） コナジラミ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 くるみ アメリカシロヒトリ シペルメトリン水和剤 アグロスリン水和剤

20 さやえんどう ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 ししとう オオタバコガ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

20 ししとう コナジラミ類 ニテンピラム水溶剤 ベストガード水溶剤

20 ししとう 黒枯病 バチルス　ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤

20 しそ さび病 テブコナゾール水和剤 オンリーワンフロアブル

20 しそ ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 しそ ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 ダニ太郎

20 しそ ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

20 しそ ハダニ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

20 しそ（花穂） ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 しそ（花穂） ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

20 しそ科葉菜類（バジルを除く） ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

20 ズッキーニ うどんこ病 シフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤 パンチョＴＦ顆粒水和剤

20 すもも ウメシロカイガラムシ マシン油乳剤 ハーベストオイル

20 すもも ふくろみ病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

20 すもも 灰星病 バチルス　ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤

20 すもも 黒斑病 銅水和剤 Ｚボルドー

20 すもも 炭疽病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

20 セネガ 黒根病 ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

20
せり科葉菜類（コリアンダー
（葉）、セルリー、パセリ、みつ
ば、せりを除く）

アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

20 せんぶり さび病 炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 ジーファイン水和剤

20 たらのき 芽枯症 ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

20 つるな ハスモンヨトウ メトキシフェノジド水和剤 ファルコンフロアブル

20 とうがらし類 アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 とうがらし類 ミナミキイロアザミウマ ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 とうがらし類 疫病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

20 とうがん 疫病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

20 なばな 軟腐病 ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤 ヨネポン水和剤

20 にがうり コナジラミ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 ネクタリン アブラムシ類 トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

20 ネクタリン コスカシバ ＭＥＰ乳剤 ガットキラー乳剤

20 ネクタリン シンクイムシ類 トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

20 ネクタリン せん孔細菌病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

地域特産作物（マイナー作物）の主な農薬登録状況
（農薬年度別：平成１９年１０月～平成２４年９月）

参考資料 

1 農薬年度別



農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

20 ネクタリン ミカンキイロアザミウマ トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

20 ネクタリン モモサビダニ トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

20 ネクタリン モモハモグリガ トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

20 ネクタリン 灰星病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

20 ネクタリン 黒星病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

20 ネクタリン 縮葉病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

20 ネクタリン 縮葉病 有機銅水和剤 キノンドー水和剤４０

20 バジル ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 ハスカップ ナガチャコガネ幼虫 スタイナーネマ　グラセライ剤 バイオトピア

20 パセリ 軟腐病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

20 はつかだいこん 一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 タッチダウンｉＱ

20 パッションフルーツ 疫病 ホセチル水和剤 アリエッティ水和剤

20 はなっこりー ハスモンヨトウ メトキシフェノジド水和剤 ファルコンフロアブル

20 びわ（葉） サンホーゼカイガラムシ マシン油乳剤 ハーベストオイル

20 びわ（葉） ハダニ類 マシン油乳剤 ハーベストオイル

20 ふき
畑地一年生雑草（ツユクサ、カヤツ
リグサ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン乳剤 トレファノサイド乳剤

20 ふだんそう ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

20 ブルーベリー ドクガ ＣＹＡＰ水和剤 サイアノックス水和剤

20 ブルーベリー マイマイガ ＣＹＡＰ水和剤 サイアノックス水和剤

20 ブルーベリー 灰色かび病 炭酸水素カリウム水溶剤 カリグリーン

20 ブルーベリー 斑点病 バチルス　ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤

20 ホップ 灰色かび病 フェンヘキサミド水和剤 パスワード顆粒水和剤

20 マンゴー チャノキイロアザミウマ ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 マンゴー チャノキイロアザミウマ スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

20 マンゴー ハダニ類 アセキノシル水和剤 カネマイトフロアブル

20 マンゴー ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 ダニ太郎

20 マンゴー ハダニ類 マシン油乳剤 ハーベストオイル

20 マンゴー 灰色かび病 バチルス　ズブチリス水和剤 ボトキラー水和剤

20 みずな 尻腐病 トルクロホスメチル粉剤 リゾレックス粉剤

20 みつば べと病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

20 モロヘイヤ ハスモンヨトウ エマメクチン安息香酸塩乳剤 アファーム乳剤

20 ラズベリー アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

20 らっきょう さび病 トリアジメホン水和剤 バイレトン水和剤５

20 リーフレタス オオタバコガ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 リーフレタス ネキリムシ類 ダイアジノン・メソミル粒剤 ランダイヤ粒剤

20 リーフレタス ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 わさび アオムシ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

20 わさび アオムシ ＤＥＰ粉剤 ディプテレックス粉剤

20 わさび アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

20 わさび カブラハバチ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

20 わさび カブラハバチ ＤＥＰ粉剤 ディプテレックス粉剤

20 わさび コナガ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

20 わさび ナトビハムシ エトフェンプロックス粒剤 トレボン粒剤

20 わさび べと病 ホセチル水和剤 アリエッティ水和剤

20 わさび ミドリサルゾウムシ ジメトエート粒剤 ジメトエート粒剤

20 わさび ヨトウムシ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

20 わさび ワサビクダアザミウマ ジメトエート粒剤 ジメトエート粒剤

20 わさび 白さび病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター２０フロアブル

20 わさび 白さび病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

20 食用ぎく アブラムシ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

20 食用ぎく オオタバコガ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

20 食用ぎく ハスモンヨトウ メトキシフェノジド水和剤 ファルコンフロアブル

20 食用ぎく ハダニ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

20 食用ぎく ミカンキイロアザミウマ エマメクチン安息香酸塩乳剤 アファーム乳剤

20 食用パンジー アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 食用ミニバラ アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

20 食用ミニバラ ミカンキイロアザミウマ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

20 食用桑（果実） 菌核病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

20 食用桑（果実） 赤渋病 トリアジメホン水和剤 バイレトン水和剤５

20 非結球レタス アブラムシ類 トルフェンピラド乳剤 ハチハチ乳剤

20 非結球レタス ナモグリバエ トルフェンピラド乳剤 ハチハチ乳剤

20 非結球レタス 菌核病 ポリオキシン水溶剤 ポリオキシンＡＬ水溶剤

20 未成熟そらまめ アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤

20 未成熟そらまめ アブラムシ類 イミダクロプリド粒剤 アドマイヤー１粒剤

20 薬用にんじん 斑点病 銅水和剤 ＩＣボルドー６６Ｄ

20 葉しょうが アワノメイガ アセフェート水和剤 オルトラン水和剤

計 ６１作物 １３２件

21 あしたば アブラムシ類 エトフェンプロックス乳剤 トレボン乳剤

21 アスパラガス アザミウマ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤

21 アスパラガス スギナ グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 アスパラガス 一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 アスパラガス 茎枯病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

21 アテモヤ コナカイガラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤

2 農薬年度別



農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

21 アマランサス（茎葉） アブラムシ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

21 いちじく カイガラムシ類幼虫 ブプロフェジン水和剤 アプロードフロアブル

21 いちょう(種子) イチョウヒゲビロウドカミキリ成虫 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

21 おうとう ウメシロカイガラムシ マシン油乳剤 ラビサンスプレー

21 おうとう ハマキムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

21 おうとう 灰星病 ペンチオピラド水和剤 アフェットフロアブル

21 おうとう 幼果菌核病 ペンチオピラド水和剤 アフェットフロアブル

21 オリーブ 梢枯病 チオファネートメチル水和剤 トップジンＭ水和剤

21 オリーブ 炭疽病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター１０フロアブル

21 オリーブ（葉） スギナ グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 オリーブ（葉） マルバツユクサ グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 オリーブ（葉） 一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 オリーブ（葉） 多年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 オリーブ（葉） 炭疽病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター１０フロアブル

21 からしな（種子） うどんこ病 バチルス　ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤

21 からしな（種子） ヨトウムシ シペルメトリン水和剤 ゲットアウトＷＤＧ

21 からしな（種子） 灰色かび病 バチルス　ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤

21 かりん シンクイムシ類 ペルメトリン水和剤 アディオン水和剤

21 かんきつ ミカンバエ アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

21 グアバ（果実） ミカンワタコナジラミ ピリダベン水和剤 サンマイト水和剤

21 グアバ（葉） バンジロウツノエグリヒメハマキ スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 くるみ アメリカシロヒトリ ペルメトリン水和剤 アディオンフロアブル

21 くるみ シロテンクロマイコガ ペルメトリン水和剤 アディオンフロアブル

21 ケール アブラムシ類 除虫菊乳剤 除虫菊乳剤３

21 サラダ菜 すそ枯病 フルトラニル水和剤 モンカットフロアブル４０

21 ししとう うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

21 ししとう コナジラミ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

21 ししとう ネコブセンチュウ カズサホスマイクロカプセル剤 ラグビーＭＣ粒剤

21 ししとう 灰色かび病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

21 ししとう 黒枯病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

21 しそ さび病 ミクロブタニル乳剤 ラリー乳剤

21 しそ（花穂） ネコブセンチュウ カズサホスマイクロカプセル剤 ラグビーＭＣ粒剤

21
しそ科葉菜類（えごま（葉）、し
そを除く）

ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

21 すいぜんじな アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 ズッキーニ うどんこ病 ＤＢＥＤＣ乳剤 サンヨール

21 ズッキーニ 灰色かび病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

21 ズッキーニ（花） アブラムシ類 アセタミプリドくん煙剤 モスピランジェット

21 すもも コスカシバ マラソン・ＭＥＰ乳剤 トラサイドＡ乳剤

21 せり アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

21 せんきゅう ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 せんぶり さび病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター２０フロアブル

21 せんぶり シクラメンホコリダニ ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

21 そば 一年生及び多年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

21 タラゴン ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

21 つるむらさき ハスモンヨトウ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 つるむらさき 菌核病 ジエトフェンカルブ・プロシミドン水和剤 スミブレンド水和剤

21 ディル（葉） ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

21 とうがらし（葉） アザミウマ類 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤

21 とうがらし（葉） アブラムシ類 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤

21 とうがらし類（ししとうを除く） オオタバコガ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 とうがらし類（ししとうを除く） ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 とうがらし類（ししとうを除く） ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 とうがらし類（ししとうを除く） ミナミキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 とうがらし類（ししとうを除く） 灰色かび病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

21 とうき ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 とりかぶと（薬用） 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤

21 なばな 白さび病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

21 にがうり うどんこ病 アゾキシストロビン・ＴＰＮ水和剤 アミスターオプティフロアブル

21 にがうり コナジラミ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

21 にがうり 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

21 にんにく さび病 テブコナゾール水和剤 オンリーワンフロアブル

21 にんにく 一年生雑草 ジクワット・パラコート液剤 プリグロックスＬ

21 ネクタリン カメムシ類 ビフェントリン水和剤 テルスターフロアブル

21 ネクタリン ケムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

21 ネクタリン シンクイムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

21 ネクタリン ハマキムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

21 ネクタリン モモハモグリガ ビフェントリン水和剤 テルスターフロアブル

21 ネクタリン モモハモグリガ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

21 ネクタリン 灰星病 ヘキサコナゾール水和剤 アンビルフロアブル

21 ネクタリン 黒星病 ヘキサコナゾール水和剤 アンビルフロアブル

21 バジル ネコブセンチュウ カズサホスマイクロカプセル剤 ラグビーＭＣ粒剤

21 バジル 菌核病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

21 バナナ バナナツヤオサゾウムシ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

3 農薬年度別



農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

21 パパイヤ 軟腐病 銅水和剤 コサイドボルドー

21 はまなす（果実） シンクイムシ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 びわ アブラムシ類 フェンプロパトリン水和剤 ロディー水和剤

21 びわ カイガラムシ類 マシン油乳剤 クミアイアタックオイル

21 びわ カメムシ類 フェンプロパトリン水和剤 ロディー水和剤

21 びわ ミカンハダニ マシン油乳剤 クミアイアタックオイル

21 びわ（葉） がんしゅ病 銅水和剤 コサイドＤＦ

21 ふき コナジラミ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

21 ふき（ふきのとう） 半身萎凋病 クロルピクリン燻蒸剤 クロピク８０

21 もりあざみ コナジラミ類 イソキサチオン粉粒剤 カルホス微粒剤Ｆ

21 モロヘイヤ コナジラミ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

21 ヤングコーン アブラムシ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

21 ヤングコーン アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

21 よもぎ アブラムシ類 マラソン乳剤 マラソン乳剤

21 よもぎ ミナミキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 ラズベリー 灰色かび病 メパニピリム水和剤 フルピカフロアブル

21 らっきょう 乾腐病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

21 リーフレタス すそ枯病 フルトラニル水和剤 モンカットフロアブル４０

21 レモン ミカンハダニ ソルビタン脂肪酸エステル乳剤 カダンセーフ

21 茎ブロッコリー アオムシ テフルベンズロン乳剤 ノーモルト乳剤

21 実えんどう ナモグリバエ トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

21 実えんどう 褐紋病 マンゼブ水和剤 ペンコゼブフロアブル

21 小粒核果類 カイガラムシ類 マシン油乳剤 アタックオイル

21 小粒核果類（うめを除く） 白紋羽病 フルアジナム水和剤 フロンサイドＳＣ

21 食用エキザカム アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用カーネーション アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用さくら（葉） ハダニ類 フェンピロキシメート水和剤 ダニトロンフロアブル

21 食用せんにちこう アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用トレニア アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用トレニア うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

21 食用パンジー アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用パンジー うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

21 食用パンジー ハダニ類 アセキノシル水和剤 カネマイトフロアブル

21 食用プリムラ アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用へちま ハモグリバエ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 食用ほおずき コナジラミ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

21 食用ミニバラ ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21
漬物用すいか（トンネル・マルチ
栽培）

一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグ
サ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン乳剤 トレファノサイド乳剤

21
漬物用すいか（トンネル・マルチ
栽培）

一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグ
サ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン粒剤 トレファノサイド粒剤２.５

21
漬物用メロン（露地栽培（トンネ
ル・マルチ栽培））

一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグ
サ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン乳剤 トレファノサイド乳剤

21
漬物用メロン（露地栽培（トンネ
ル・マルチ栽培））

一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグ
サ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン粒剤 トレファノサイド粒剤２.５

21 非結球レタス アブラムシ類 トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

21 非結球レタス オオタバコガ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 非結球レタス すそ枯病 フルアジナム水和剤 フロンサイドＳＣ

21 非結球レタス ナモグリバエ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 非結球レタス ナモグリバエ トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

21 非結球レタス ハスモンヨトウ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 非結球レタス ヨトウムシ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

21 未成熟ささげ アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

21 未成熟そらまめ アザミウマ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ アブラムシ類 ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ アブラムシ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ ウラナミシジミ ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ カメムシ類 ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ シロイチモジマダラメイガ ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ ダイズサヤタマバエ ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ ハモグリバエ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ フキノメイガ ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ マメシンクイガ ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ マメシンクイガ ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ マメヒメサヤムシガ ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

21 未成熟そらまめ ヨトウムシ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

21 未成熟そらまめ 一年生雑草 ＣＡＴ水和剤 シマジン

21 未成熟そらまめ 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

21 葉ごぼう 萎凋病 ダゾメット粉粒剤 バスアミド微粒剤

21 葉ごぼう 一年生雑草 ダゾメット粉粒剤 バスアミド微粒剤

21 葉ごぼう 黒あざ病 ダゾメット粉粒剤 バスアミド微粒剤

21 立ちちしゃ オオタバコガ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

21 立ちちしゃ ナモグリバエ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

21 立ちちしゃ ハスモンヨトウ ピリダリル水和剤 プレオフロアブル

計 ７７作物 １４９件
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22 アスパラガス 紫紋羽病 トリコデルマ　アトロビリデ水和剤 エコホープＤＪ

22 アマランサス（茎葉） アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

22 いちじく ハダニ類 脂肪酸グリセリド乳剤 サンクリスタル乳剤

22 いんげんまめ 一年生広葉雑草 フルミオキサジン水和剤 フルミオＷＤＧ

22 うど シクラメンホコリダニ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22
うり類（漬物用）（しろうり、と
うがんを除く）

ミナミキイロアザミウマ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

22 エンサイ アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

22 エンダイブ ネキリムシ類 ペルメトリン粒剤 ガードベイトＡ

22 おうとう オウトウハダニ ソルビタン脂肪酸エステル乳剤 カダンセーフ

22 おうとう 灰星病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

22 オリーブ（葉） 炭疽病 銅水和剤 ＩＣボルドー６６Ｄ

22 かき（葉） ハマキムシ類 ＢＴ水和剤 エスマルクＤＦ

22 かき（葉） 落葉病 銅水和剤 ＩＣボルドー４１２

22 からしな（種子） アオムシ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 からしな（種子） ウリノメイガ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 からしな（種子） オオタバコガ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 からしな（種子） コナガ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 からしな（種子） ハイマダラノメイガ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 からしな（種子） ヨトウムシ ＢＴ水和剤 チューンアップ顆粒水和剤

22 かんしょ（茎葉） ナカジロシタバ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

22 きく（葉） アワダチソウグンバイ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 きく（葉） オオタバコガ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 きく（葉） ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 きく（葉） ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 きく（葉） ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 きゅうり（花） アザミウマ類 スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤

22 くきちしゃ 灰色かび病 ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル

22 くきちしゃ 菌核病 ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル

22 クレソン アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

22 ゴレンシ ハダニ類 アセキノシル水和剤 カネマイトフロアブル

22 さやえんどう ハスモンヨトウ クロマフェノジド水和剤 マトリックフロアブル

22 さやえんどう 灰色かび病 ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル

22 ししとう 灰色かび病 ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル

22 ししとう 黒枯病 ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル

22 ししとう 黒枯病 プロシミドン水和剤 スミレックス水和剤

22 ししとう 黒枯病 チオファネートメチル水和剤 トップジンＭ水和剤

22 ししとう 苗立枯病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

22 しそ（花穂） ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

22 しろうり ミナミキイロアザミウマ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

22 ズッキーニ（花） ネコブセンチュウ ホスチアゼート粒剤 ネマトリンエース粒剤

22 すもも 灰星病 ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤 ナリアＷＤＧ

22 すもも 灰星病 トリフロキシストロビン水和剤 フリントフロアブル２５

22 すもも 黒星病 ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤 ナリアＷＤＧ

22 せり ウキクサ類 ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

22 せり 水田一年生雑草 ブタミホス粒剤 クレマートＵ粒剤

22 せり 藻類（アオミドロ、アミミドロ） ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

22 せり（水耕栽培） アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

22 たらのき ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 チコリ
一年生イネ科雑草（スズメノカタビ
ラを除く）

セトキシジム乳剤 ナブ乳剤

22 チコリ（根株）
一年生イネ科雑草（スズメノカタビ
ラを除く）

セトキシジム乳剤 ナブ乳剤

22 つるむらさき ハスモンヨトウ ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモン天敵

22 ディル（葉） うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

22 とうがらし類 うどんこ病 硫黄くん煙剤 硫黄粒剤

22 とうがらし類（ししとうを除く） うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

22 とうがん ミナミキイロアザミウマ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

22 とうき キアゲハ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

22 なばな 根こぶ病 フルアジナム粉剤 フロンサイド粉剤

22 なばな類 ネキリムシ類 ペルメトリン粒剤 ガードベイトＡ

22
なばな類（なばな、みずかけなを
除く）

根こぶ病 フルアジナム粉剤 フロンサイド粉剤

22 なんてん（葉） ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

22 にがうり うどんこ病 銅水和剤 Ｚボルドー

22 にがうり 斑点病 ジエトフェンカルブ・プロシミドン水和剤 スミブレンド水和剤

22 にら（花茎） さび病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

22 にら（花茎） ネギアザミウマ シペルメトリン乳剤 アグロスリン乳剤

22 にら（花茎） ネギコガ シペルメトリン乳剤 アグロスリン乳剤

22 にら（花茎） ハモグリバエ類 シペルメトリン乳剤 アグロスリン乳剤

22 にら（花茎） ヨトウムシ類 シペルメトリン乳剤 アグロスリン乳剤

22 にら（花茎） 白斑葉枯病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター２０フロアブル

22 にら（花茎） 白斑葉枯病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

22 にんにく 葉枯病 トリフルミゾール水和剤 トリフミン水和剤

22 ネクタリン アブラムシ類 トラロメトリン水和剤 スカウトフロアブル
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22 ネクタリン シンクイムシ類 トラロメトリン水和剤 スカウトフロアブル

22 ネクタリン ハダニ類 フェンピロキシメート水和剤 ダニトロンフロアブル

22 ネクタリン ホモプシス腐敗病 トリフロキシストロビン水和剤 フリントフロアブル２５

22 ネクタリン モモハモグリガ トラロメトリン水和剤 スカウトフロアブル

22 ネクタリン 灰星病 トリフロキシストロビン水和剤 フリントフロアブル２５

22 ネクタリン 黒星病 水和硫黄剤 コロナフロアブル

22 ネクタリン 白紋羽病 フルアジナム水和剤 フロンサイドＳＣ

22 のざわな アブラムシ類 チアメトキサム粒剤 アクタラ粒剤５

22 ハスカップ 灰色かび病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

22 パセリ 一年生広葉雑草 ブタミホス粒剤 クレマートＵ粒剤

22 はたけな 白さび病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

22 はつかだいこん ワッカ症 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

22 はつかだいこん 白さび病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

22 はとむぎ 一年生雑草 アラクロール乳剤 ラッソー乳剤

22 はまぼうふう（葉） ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 びわ（葉） スギナ グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

22 びわ（葉） ナシヒメシンクイ カルタップ水溶剤 パダンＳＧ水溶剤

22 びわ（葉） マルバツユクサ グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

22 びわ（葉） 一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

22 びわ（葉） 多年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

22 ふき ハスモンヨトウ ノバルロン乳剤 カウンター乳剤

22 ふき 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

22 ふき（ふきのとう） アザミウマ類 カルタップ水溶剤 パダンＳＧ水溶剤

22 ふき（ふきのとう） アブラムシ類 カルタップ水溶剤 パダンＳＧ水溶剤

22 ふき（ふきのとう） ハスモンヨトウ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 ふき（ふきのとう） ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 ふき（ふきのとう） フキノズイバエ カルタップ粒剤 パダン粒剤４

22 ふき（ふきのとう） フキノメイガ カルタップ水溶剤 パダンＳＧ水溶剤

22 ふき（ふきのとう） 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

22 ブルーベリー アブラムシ類 クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

22 ブルーベリー ケムシ類 クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

22 ブルーベリー バルデンシア葉枯病 ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

22 ブルーベリー 灰色かび病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

22 ブルーベリー 斑点病 ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

22 ホップ うどんこ病 プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル乳剤 アカリタッチ乳剤

22 ホップ うどんこ病 炭酸水素ナトリウム水溶剤 ハーモメイト水溶剤

22 ホップ ハダニ類 プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル乳剤 アカリタッチ乳剤

22 ホップ 灰色かび病 炭酸水素ナトリウム水溶剤 ハーモメイト水溶剤

22 まくわうり アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

22 マンゴー チャノキイロアザミウマ アクリナトリン水和剤 アーデント水和剤

22 マンゴー チャノキイロアザミウマ ボーベリア　バシアーナ乳剤 ボタニガードＥＳ

22 マンゴー 傷口の癒合促進 有機銅塗布剤 バッチレート

22 マンゴー（施設栽培） チャノキイロアザミウマ スワルスキーカブリダニ剤 スワルスキー

22 みずいも ハスモンヨトウ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

22 みょうが（花穂） ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

22 みょうが（茎葉） ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

22 もりあざみ ネキリムシ類 ペルメトリン粒剤 ガードベイトＡ

22 モロヘイヤ 灰色かび病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター２０フロアブル

22 ヤングコーン 一年生雑草 アトラジン・メトラクロール水和剤 ゲザノンフロアブル

22 ヤングコーン 一年生雑草 アトラジン水和剤 ゲザプリムフロアブル

22 らっきょう 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤

22 リーフレタス 軟腐病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

22 リーフレタス 腐敗病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

22
雑穀類（そば、とうもろこしを除
く）

一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 ラウンドアップマックスロード

22 雑穀類（そばを除く） 一年生雑草 グリホサートカリウム塩液剤 タッチダウンｉＱ

22 食用エキザカム ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用エキザカム ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

22 食用エキザカム ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用エキザカム ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用カーネーション ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

22 食用ぎく ハスモンヨトウ ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモン天敵

22 食用せんにちこう ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用せんにちこう ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用せんにちこう ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用トレニア ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用トレニア ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

22 食用トレニア ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用トレニア ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用なでしこ ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用なでしこ ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用なでしこ ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用パンジー ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用パンジー ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤
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22 食用パンジー ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用パンジー ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用プリムラ ハダニ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

22 食用へちま ヒメクロウリハムシ ＤＥＰ乳剤 ディプテレックス乳剤

22 食用ほおずき ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

22 食用ミニバラ うどんこ病 硫黄くん煙剤 硫黄粒剤

22 食用ミニバラ ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

22 食用ゆり うどんこ病 バチルス ズブチリス水和剤 アグロケア水和剤

22 食用ゆり 灰色かび病 バチルス ズブチリス水和剤 アグロケア水和剤

22 食用ゆり 葉枯病 バチルス ズブチリス水和剤 アグロケア水和剤

22 食用金魚草 ハスモンヨトウ メトキシフェノジド水和剤 ファルコンフロアブル

22 食用金魚草 ハダニ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用金魚草 ミカンキイロアザミウマ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用金魚草 ヨトウムシ類 クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

22 食用西洋たんぽぽ うどんこ病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

22 漬物用すいか つる枯病 チオファネートメチルペースト剤 トップジンＭペースト

22 漬物用メロン つる枯病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

22 漬物用メロン 菌核病 イプロジオン水和剤 ロブラール水和剤

22 葉しょうが ネキリムシ類 ペルメトリン粒剤 ガードベイトＡ

22 葉しょうが 紋枯病 フルトラニル粒剤 モンカット粒剤

22 葉たまねぎ 灰色かび病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

22 葉たまねぎ 白色疫病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

22 葉たまねぎ 苗立枯病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

22 葉にんにく（マルチ栽培） 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤

22 葉にんにく（マルチ栽培） 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤３０

22 葉にんにく（マルチ栽培を除く） 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤

22 葉にんにく（マルチ栽培を除く） 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤３０

22 立ちちしゃ 軟腐病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

22 立ちちしゃ 腐敗病 オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

計 ８９作物 １７３件

穀類

23 そば 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

23 ひえ（水田移植栽培） 水田一年生雑草 ペントキサゾン水和剤 ベクサーフロアブル

23 ひえ（水田移植栽培） マツバイ ペントキサゾン水和剤 ベクサーフロアブル

野菜類・特用作物類

23 甘長とうがらし コナジラミ類 ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤

23 うど 一年生雑草 ペンディメタリン乳剤 ゴーゴーサン乳剤

23 うり類（漬物用） ネコブセンチュウ クロルピクリンくん蒸剤 クロピクフロー

23 うり類（漬物用） つる割病 クロルピクリンくん蒸剤 クロピクフロー

23 エンサイ オンブバッタ ビフェントリン水和剤 テルスターフロアブル

23 オクラ 苗立枯病（ピシウム菌） ヒドロキシイソキサゾール液剤 タチガレン液剤

23 きく（葉） ハスモンヨトウ ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモン天敵

23 さんしょう（葉） ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 マイトコーネフロアブル

23 しそ 斑点病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

23 しそ ハスモンヨトウ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 しそ（花穂） ハダニ類 ヘキシチアゾクス水和剤 ニッソラン水和剤

23 しそ（花穂） ハスモンヨトウ ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモン天敵

23 しそ科葉菜類 灰色かび病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

23 食用カーネーション ハダニ類 アセキノシル水和剤 カネマイトフロアブル

23 食用ぎく ハダニ類 ヘキシチアゾクス水和剤 ニッソラン水和剤

23 しろうり 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

23 ズッキーニ アザミウマ類 イミダクロプリド粒剤 アドマイヤー１粒剤

23 ズッキーニ コナジラミ類 イミダクロプリド粒剤 アドマイヤー１粒剤

23 ズッキーニ アブラムシ類 ピメトロジン水和剤 チェス顆粒水和剤

23 ズッキーニ うどんこ病 ＴＰＮ水和剤 ホワイトブロック

23 せり アブラムシ類 チアメトキサム粒剤 アクタラ粒剤５

23 タアサイ 白さび病 アゾキシストロビン・メタラキシルＭ粒剤 ユニフォーム粒剤

23 漬物用メロン 一年生雑草 ブタミホス粒剤 クレマートＵ粒剤

23 漬物用メロン 一年生雑草 ブタミホス乳剤 クレマート乳剤

23 とうがらし類 ネコブセンチュウ クロルピクリンくん蒸剤 クロピクフロー

23 とうがらし類 萎凋病 クロルピクリンくん蒸剤 クロピクフロー

23 とうがらし類 青枯病 クロルピクリンくん蒸剤 クロピクフロー

23 とうがらし類 疫病 アゾキシストロビン・メタラキシルＭ粒剤 ユニフォーム粒剤

23 なばな 根こぶ病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

23 にら（花茎） アブラムシ類 クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

23 にら（花茎） ネギアザミウマ クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

23 にんじん（葉） ネキリムシ類 テフルトリン粒剤 フォース粒剤

23 パセリ 斑点病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

23 はつかだいこん コナガ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 はつかだいこん ハイマダラノメイガ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 はなっこりー アブラムシ類 クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

23 はなっこりー オリーブアナアキゾウムシ クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤

23 はなっこりー アブラムシ類 クロチアニジン粒剤 ダントツ粒剤
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農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

23 非結球レタス オオタバコガ インドキサカルブＭＰ水和剤 トルネードフロアブル

23 非結球レタス ハスモンヨトウ インドキサカルブＭＰ水和剤 トルネードフロアブル

23 非結球レタス ヨトウムシ インドキサカルブＭＰ水和剤 トルネードフロアブル

23 非結球レタス オオタバコガ スピノサド・メトキシフェノジド水和剤 ファルコンエースフロアブル

23 非結球レタス ヨトウムシ スピノサド・メトキシフェノジド水和剤 ファルコンエースフロアブル

23 非結球レタス べと病 アミスルブロム水和剤 ライメイフロアブル

23 非結球レタス べと病 ポリカーバメート水和剤 ビスダイセン水和剤

23 非結球レタス 斑点細菌病 ポリカーバメート水和剤 ビスダイセン水和剤

23 非結球レタス 腐敗病 ポリカーバメート水和剤 ビスダイセン水和剤

23 非結球レタス べと病 マンジプロパミド水和剤 レーバスフロアブル

23 非結球レタス オオタバコガ インドキサカルブ水和剤 トルネードエースＤＦ

23 非結球レタス ハスモンヨトウ インドキサカルブ水和剤 トルネードエースＤＦ

23 非結球レタス ヨトウムシ インドキサカルブ水和剤 トルネードエースＤＦ

23 びわ（葉） がんしゅ病 銅水和剤 コサイド３０００

23 ふき コナジラミ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

23 ふだんそう 立枯病 トルクロホスメチル水和剤 リゾレックス水和剤

23 べにばないんげん 茎根腐病 アゾキシストロビン・メタラキシルＭ粒剤 ユニフォーム粒剤

23 ホップ べと病 アゾキシストロビン・メタラキシルＭ粒剤 ユニフォーム粒剤

23 未成熟そらまめ 茎腐病 トルクロホスメチル水和剤 リゾレックス水和剤

23 みつば（水耕栽培） 立枯病 トルクロホスメチル水和剤 リゾレックス水和剤

23 みょうが（花穂） ハスモンヨトウ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 みょうが（茎葉） ハスモンヨトウ フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 もりあざみ コガネムシ類幼虫 Ｄ－Ｄ剤 テロン

23 もりあざみ ネグサレセンチュウ Ｄ－Ｄ剤 テロン

23 もりあざみ ネコブセンチュウ Ｄ－Ｄ剤 テロン

23 モロヘイヤ ハスモンヨトウ フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

23 ヤングコーン 一年生雑草 アトラジン・Ｓ－メトラクロール水和剤 ゲザノンゴールド

23 らっきょう コガネムシ類幼虫 Ｄ－Ｄ剤 テロン

23 らっきょう ネグサレセンチュウ Ｄ－Ｄ剤 テロン

23 らっきょう ネコブセンチュウ Ｄ－Ｄ剤 テロン

果樹類

23 いちじく 黒葉枯病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター１０フロアブル

23 いちじく ハダニ類 シフルメトフェン水和剤 ダニサラバフロアブル

23 おうとう 褐色せん孔病 有機銅水和剤 オキシンドー水和剤８０

23 おうとう アザミウマ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤

23 おうとう オウトウショウジョウバエ アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤

23 おうとう カメムシ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤

23 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ ペルメトリン水和剤 アディオン水和剤

23 オリーブ オリーブアナアキゾウムシ クロチアニジン水溶剤 ベニカ水溶剤

23 さんしょう（果実） ミカンハダニ スピロジクロフェン水和剤 ダニエモンフロアブル

23 すもも カイガラムシ類 マシン油乳剤 ラビサンスプレー

23 すもも オウトウハダニ クロルフェナピル水和剤 コテツフロアブル

23 すもも シンクイムシ類 ビフェントリン水和剤 テルスターフロアブル

23 すもも ケムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 すもも シンクイムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックス顆粒水和剤

23 すもも ケムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックスフロアブル

23 すもも シンクイムシ類 フルベンジアミド水和剤 フェニックスフロアブル

23 ネクタリン カイガラムシ類 マシン油乳剤 ラビサンスプレー

23 ネクタリン ハダニ類 シフルメトフェン水和剤 ダニサラバフロアブル

23 ネクタリン ハダニ類 シエノピラフェン水和剤 スターマイトフロアブル

23 バナナ 黒星病 アゾキシストロビン水和剤 アミスター１０フロアブル

23 びわ アブラムシ類 アセタミプリド液剤 モスピランＳＬ液剤

23 びわ カメムシ類 ビフェントリン水和剤 テルスターフロアブル

23 びわ がんしゅ病 銅水和剤 コサイド３０００

23 ブルーベリー 白紋羽病 フルアジナム水和剤 フロンサイドＳＣ

23 ブルーベリー すす点病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

23 ブルーベリー 斑点病 キャプタン水和剤 オーソサイド水和剤８０

計 ４９作物 ９７件

穀類

24 キノア カメノコハムシ イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

24 そば 一年生雑草 グルホシネートＰナトリウム塩液剤 ザクサ液剤

24 ひえ（水田移植栽培） 水田一年生雑草､マツバイ ペントキサゾン水和剤 ベアスフロアブル

24 ひえ（水田移植栽培）
水田一年生雑草、マツバイ、ホタル
イ、ウリカワ、ヒルムシロ

ピラクロニル水和剤 ピラクロンフロアブル

野菜類・特用作物類

24 あしたば 苗立枯病 ダゾメット粉粒剤 バスアミド微粒剤

24 あすっこ（移植栽培） 一年生雑草 トリフルラリン乳剤 トレファノサイド乳剤

24 うり類（漬物用） アブラムシ類 ピメトロジン水和剤 チェス顆粒水和剤

24 えごま（種子） ベニフキノメイガ ＢＴ水和剤 サブリナフロアブル

24 えごま（種子） ベニフキノメイガ ＢＴ水和剤 トアロー水和剤ＣＴ

24 おおさきな 黒斑病 クレソキシムメチル水和剤 ストロビーフロアブル

24 オクラ
ネコブセンチュウ、ネグサレセン
チュウ、立枯病

クロルピクリン・Ｄ－Ｄくん蒸剤 ダブルストッパー

24 かき（葉）
うどんこ病、落葉病、炭疽病、灰色
かび病

クレソキシムメチル水和剤 ストロビードライフロアブル
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農薬
年度

作物名 適用病害虫雑草名 農薬の種類 農薬の名称

24 さんしょう（葉） ハダニ類 ビフェナゼート水和剤 ダニ太郎

24 しそ 一年生雑草 グルホシネートＰナトリウム塩液剤 ザクサ液剤

24 しそ アブラムシ類 フロニカミド水和剤 ウララＤＦ

24 しそ（花穂） ハダニ類 ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル

24 食用金魚草 アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

24 食用さくら（葉） コスカシバ シナンセルア剤 スカシバコンＬ

24 ズッキーニ アブラムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

24 ズッキーニ アブラムシ類、コナジラミ類 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤

24 たかな 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

24 たらのき センノカミキリ アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

24 たらのき センノカミキリ アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤

24 とうがらし類
ネグサレセンチュウ、ネコブセン
チュウ、萎凋病

クロルピクリン・Ｄ－Ｄくん蒸剤 ダブルストッパー

24 トレビス アブラムシ類 ペルメトリン乳剤 アディオン乳剤

24 なたね
一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグ
サ、キク・アブラナ科を除く）

トリフルラリン粒剤 トレファノサイド粒剤２．５

24 なばな ヨトウムシ トラロメトリン水和剤 スカウトフロアブル

24 なばな類 アブラムシ類、キスジノミハムシ ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

24 にがうり コナジラミ類 ジノテフラン粒剤 スタークル粒剤

24 にがうり アザミウマ類 トルフェンピラド乳剤 ハチハチ乳剤

24 にんにく 黒腐菌核病、イモグサレセンチュウ チウラム・チオファネートメチル水和剤 ホーマイ水和剤

24 にんにく
ネギコガ、アザミウマ類、アブラム
シ類

トルフェンピラド乳剤 ハチハチ乳剤

24 バジル ハスモンヨトウ ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモンキラー

24 バジル ハモグリバエ類 シロマジン液剤 トリガード液剤

24 葉しょうが 根茎腐敗病、一年生雑草 ヨウ化メチルくん蒸剤 ヨーカヒューム

24 はすいも（葉柄） ハダニ類 アセキノシル水和剤 カネマイトフロアブル

24 パセリ 一年生雑草 ペンディメタリン粉粒剤 ゴーゴーサン細粒剤Ｆ

24 パセリ アブラムシ類 ビフェントリン水和剤 テルスター水和剤

24 はつかだいこん
アオムシ、コナガ、アブラムシ類、
ヨトウムシ

シペルメトリン水和剤 アグロスリン水和剤

24 ふき ハスモンヨトウ メトキシフェノジド水和剤 ファルコンフロアブル

24 ふき うどんこ病 トリフルミゾール水和剤 トリフミン水和剤

24 ふき（ふきのとう） アブラムシ類、コナジラミ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

24 ホップ 一年生雑草 グルホシネートＰナトリウム塩液剤 ザクサ液剤

24 ホップ べと病 銅水和剤 コサイド３０００

24 みずな 炭疽病 ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

24 みつば 一年生雑草 グルホシネート液剤 バスタ液剤

24 みつば アブラムシ類 フロニカミド水和剤 ウララＤＦ

24 みぶな 立枯病 ヒドロキシイソキサゾール液剤 タチガレン液剤

24 みょうが（花穂） ネコブセンチュウ ホスチアゼート液剤 ガードホープ液剤

24 みょうが（花穂） 根茎腐敗病、一年生雑草 ヨウ化メチルくん蒸剤 ヨーカヒューム

24 みょうが（茎葉） ネコブセンチュウ ホスチアゼート液剤 ガードホープ液剤

24 みょうが（茎葉） 根茎腐敗病、一年生雑草 ヨウ化メチルくん蒸剤 ヨーカヒューム

24 やなぎたで アブラムシ類 イミダクロプリド水和剤 アドマイヤーフロアブル

24 やまのいも（むかご） 青かび病 イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 ベルクートフロアブル

24 らっきょう 灰色かび病 イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 ベルクートフロアブル

24 らっきょう 灰色かび病 フルジオキソニル水和剤 セイビアーフロアブル２０

24 らっきょう 白色疫病 シアゾファミド水和剤 ランマンフロアブル

果樹類

24 アセロラ アブラムシ類 アセタミプリドくん煙剤 モスピランジェット

24 あんず かいよう病 バチルス　ズブチリス水和剤 エコショット

24 あんず かいよう病 チウラム水和剤 チオノックフロアブル

24 おうとう 灰星病、幼果菌核病 ピリベンカルブ水和剤 ファンタジスタ顆粒水和剤

24 ゴレンシ カイガラムシ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン水溶剤

24 ゴレンシ カイガラムシ類 アセタミプリド水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤

24 すもも アブラムシ類 トルフェンピラド水和剤 ハチハチフロアブル

24 すもも ケムシ類 フルフェノクスロン乳剤 カスケード乳剤

24 すもも シンクイムシ類 シペルメトリン水和剤 イカズチＷＤＧ

24 ネクタリン 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病 ピリベンカルブ水和剤 ファンタジスタ顆粒水和剤

24 ネクタリン
シンクイムシ類、ミカンキイロアザ
ミウマ、モモハモグリガ

スピノサド水和剤 スピノエースフロアブル

24 びわ カメムシ類 ジノテフラン水溶剤 スタークル顆粒水溶剤

24 ブルーベリー カイガラムシ類 マシン油乳剤 ラビサンスプレー

24 ブルーベリー オウトウショウジョウバエ トラロメトリン水和剤 スカウトフロアブル

24 マンゴー（施設栽培） チャノキイロアザミウマ スワルスキーカブリダニ剤 スワルスキープラス

計 ５０作物 ７２件

20 ６１作物 １３２件

21 ７７作物 １４９件

22 ８９作物 １７３件

23 ４９作物 ９７件

24 ５０作物 ７２件

計 １７０作物（重複を除く） ６２３件

9 農薬年度別


