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平成27年5月7日号－2

新剤の防除効果－新農薬実用化試験結果から－

調査企画部

≪連載開始に当たって≫

農薬は農作物の病害虫防除に欠くことのできない資材であり、新しく登録された薬剤が

どのような特徴を有するのかは大変関心のある事項です。農薬は、様々な観点からの安全

性の確認はもとより、目的とする病害虫に一定の防除効果が認められることを確認したう

えで登録されます。その基本をなしているのが当協会の新農薬実用化試験であり、その試

験結果は農薬の防除効果について大変興味深い情報をもたらします。毎年秋に開催する成

績検討会は、都道府県の指導機関や業界関係者が最新の情報に触れる機会でもあり、その

集大成である試験成績集は CDに収めて毎年全国の関係機関に配布しています。
また、新農薬実用化試験に関係する機関では、当協会の有料データベースである JPP-NET

を使えば過去の全ての試験結果（概要）を検索することができます。しかし、膨大な情報

を自在にあやつることはなかなか出来るものではなく、新しく登録された薬剤の防除効果

の特徴を詳しく知る機会は意外に少ないのが現状です。このため、今回から毎月１回を目

標に、新規登録農薬や拡大登録となった主な適用作物病害虫について、過去の新農薬実用

化試験結果をご紹介しつつ防除効果の特徴を解説していくことにします。

優れた薬剤であっても、病害虫のステージや発生量、気象条件等によって常に高い防除

効果が得られる訳ではありません。一方、試験条件等に説明を加えないと誤解を招きかね

ないデータもあります。このような場合には、成績検討会の見解をお伝えしていくことが

大切です。限られた紙面で全てをご紹介することはできませんが、新しく登録された薬剤

を有効に活用していただくため、この連載が少しでもお役に立てば幸いです。

第１回：シアントラニリプロール剤

１．プロフィール

シアントラニリプロールは，米国デュポン社で開発されたジアミド系（IRACコード 28）
の新規殺虫剤である。開発企業の説明によると、害虫の筋肉細胞内のリアノジン受容体へ

作用し速やかに活動を停止させ死亡させる、経皮・経口両方での作用発現が認められるが

経口が主体となる、死虫と判断できるまで時間がかかる場合があるが活動は停止するので

被害の進展は抑えられる、とのことである。従来のジアミド系薬剤は、チョウ目を主体と

しハエ目・コウチュウ目等を対象としていたが、本剤はそれらに加えコナジラミ類・アブ

ラムシ類・アザミウマ類等の吸汁性害虫にも有効であることが大きな特徴のひとつであ

る。また、根からの吸収移行性および葉への浸透性があり、耐雨性・残効性にも優れると

のことである。

新農薬実用化試験は平成 20 年より開始されている。KUI-109SC（18.7%）が主に芝草の
散布用途、XI-0601OD（10.3%）が野菜・大豆の散布用途、XI-0701SC（18.7%）が野菜の
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灌注用途、XI-0801SE（10.2%）が果樹・茶の散布用途、DKI-1045 粒剤（0.5%）が野菜の
粒剤処理用途、XI-0603 箱粒剤(0.75%)と KUI-1001 顆粒水和剤（37.5%）が水稲用途と、
幅広い作物で種々の対象害虫に防除効果の確認が行われた。

平成 26 年 5 月 16 日に KUI-109SC は「エスペランサ」として、同年 10 月 3 日に
XI-0601OD は「べネビア OD」、XI-0701SC は「ベリマーク SC」、XI-0801SE は「エクシレ
ル SE」、DKI-1045 粒剤は「プリロッソ粒剤」、XI-0603 箱粒剤は「パディート箱粒剤」、
KUI-1001 顆粒水和剤は「バズ顆粒水和剤」として、それぞれデュポン株式会社等により
農薬登録された。また混合製剤としては、シンジェンタジャパン株式会社から「ツインア

タック顆粒水和剤」（本成分 20.0%とチアメトキサム 20.0%）が平成 26 年 5 月 16 日に、
住友化学株式会社・バイエルクロップサイエンス株式会社から「スタウトパディート箱粒

剤」「ルーチンデュオ箱粒剤」（本成分 0.75%とイソチアニル 2.0%）が 10 月 3 日に、日本
曹達株式会社から「アベイル粒剤」（本成分 0.5%とアセタミプリド 0.25%）が平成 27年 2
月 18 日にそれぞれ登録されている。これらの概要は表 1 のとおりである（薬剤名をクリ
ックするとそれぞれの詳細な適用内容が表示できる）。

表１．シアントラニリプロール関連剤の概要（平成27年4月22日現在）

薬剤名 適用作物 適用病害虫 処理方法

ベネビアOD だいず・えだまめ・なす・トマ アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・コ 散布

ト・きゅうり・だいこん・キャベ ナガ・アオムシ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・オ

ツ・はくさい・ブロッコリー・い オタバコガ・ウリノメイガ・ハモグリバエ類

ちご・レタス

ベリマークSC なす・トマト・きゅうり・キャベ アブラムシ類・コナジラミ類・ネギアザミウマ・ 育苗期後半～定植当日

ツ・はくさい・ブロッコリー・レ コナガ・アオムシ・ハスモンヨトウ・オオタバコ 灌注

タス ガ・ナモグリバエ

エクシレルSE なし・もも・ネクタリン・ぶどう ミカンキジラミ・チャノキイロアザミウマ・ハマキ 散布

・りんご・おうとう・かんきつ・ ムシ類・ミカンハモグリガ・モモハモグリガ・キ

茶 ンモンホソガ・ギンモンハモグリガ・モモシンク

イ・ハスモンヨトウ・ヨモギエダシャク・アゲハ類

・オウトウショウジョウバエ

プリロッソ粒剤 なす・トマト・ピーマン・きゅう アブラムシ類・コナジラミ類・アザミウマ類・コ 播種時播溝土壌混和

り・だいこん・キャベツ・はくさ ナガ・アオムシ・ハイマダラノメイガ・オオタバ 育苗期後半～定植時当

い・ブロッコリー・レタス コガ・ナモグリバエ 日株元散布・育苗トレイ

散布

パディート箱粒剤 稲（箱育苗） ツマグロヨコバイ･ニカメイチュウ･コブノメイガ･ 播種時覆土前～当日

フタオビコヤガ･イネツトムシ・イネドロオイムシ 育苗箱散布

・イネミズゾウムシ・イネヒメハモグリバエ 床土・覆土混和

バズ顆粒水和剤 稲（箱育苗） イネドロオイムシ・イネミズゾウムシ 移植3日前～当日 育苗

箱灌注

エスペランサ 芝・樹木類 スジキリヨトウ・シバツトガ・コガネムシ類幼虫 散布

・ケムシ類

ルーチンデュオ箱粒剤 稲（箱育苗） フタオビコヤガ・イネドロオイムシ・イネミズゾ 播種時覆土前 育苗箱

／スタウトパディート箱 ウムシ・いもち病・白葉枯病・もみ枯細菌病・ 散布

粒剤 苗腐敗症 床土・覆土混和

ツインアタック顆粒水和 芝 チガヤシロオカイガラムシ・スジキリヨトウ・シ 散布

剤 バツトガ・タマナヤガ・ケラ・シバオサゾウムシ

・コガネムシ類幼虫

アベイル粒剤 なす・トマト・きゅうり・キャベ アブラムシ類・コナジラミ類・コナガ・アオムシ・ 育苗期後半～定植当日

ツ・はくさい・ブロッコリー ハイマダラノメイガ・ハスモンヨトウ 株元散布

詳細は薬剤名をクリック
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２．防除効果の概要

表 2に各薬剤について行われた新農薬実用化試験の結果をまとめて示す。適用作物・害
虫が多岐にわたり大変多くの試験が実施されていることから、本表では害虫分類ごとにま

とめ、それぞれ成績概評の判定（A：実用性高い、B：実用性あり、C：効果やや低いが
実用性あり、D：実用性なし）の割合（%）を示した。

表２．シアントラニリプロール関連剤の試験結果の概要（平成20～25年度）

薬剤名 主な用途 害虫名 A B C D 試験数

ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD 野菜・豆 散布 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 72 17 9 2 115

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 27 44 24 5 55

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 35 50 15 0 26

ﾁｮｳ目 86 12 1 1 352

ｺｳﾁｭｳ目 25 38 25 13 8

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 72 15 13 0 47

ﾌﾟﾘﾛｯｿ粒剤 野菜 粒剤 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 56 16 13 15 124

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 33 35 21 11 66

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 41 27 24 8 66

ﾁｮｳ目 67 23 9 1 139

ｺｳﾁｭｳ目 17 17 67 0 6

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 92 8 0 0 12

ﾍﾞﾘﾏｰｸSC 野菜 土壌灌注 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 80 10 10 0 69

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 38 53 9 0 55

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 89 11 0 0 37

ﾁｮｳ目 71 25 3 1 148

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 81 16 3 0 31

ｴｸｼﾚﾙSE 果樹・茶 散布 ﾁｮｳ目 72 26 3 0 188

ﾊﾟﾃﾞｨｰﾄ箱粒剤 水稲箱粒剤 ﾁｮｳ目 62 19 11 8 37

ｺｳﾁｭｳ目 74 26 0 0 19

ﾊﾞｽﾞWDG 水稲箱灌注 ｺｳﾁｭｳ目 62 35 4 0 26

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 芝草 ﾁｮｳ目 91 6 3 0 34

ｺｳﾁｭｳ目 62 31 0 8 13

ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 68 15 11 6 308

単剤合計 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 33 43 18 6 176

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 53 27 16 4 129

ﾁｮｳ目 70 23 5 1 554

ｺｳﾁｭｳ目 57 31 10 3 72

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 78 14 8 0 90

ｱﾍﾞｲﾙ粒剤 野菜 混合粒剤 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 82 14 0 5 22

(ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞとの混合剤) ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 93 7 0 0 14

ﾁｮｳ目 79 21 0 0 29

ﾂｲﾝｱﾀｯｸWDG 芝草 混合剤 ﾁｮｳ目 95 5 0 0 38

(ﾁｱﾒﾄｷｻﾑとの混合剤) ｺｳﾁｭｳ目 85 15 0 0 20

ｽﾀｳﾄﾊﾟﾃﾞｨｰﾄ/ﾙｰﾁﾝﾃﾞｭｵ箱 水稲 混合箱粒剤 ﾁｮｳ目 69 25 6 0 16

粒剤（ｲｿﾁｱﾆﾙとの混合剤) ｺｳﾁｭｳ目 83 17 0 0 24

ABCD欄の数値は試験数に対する比率(%)を示す

表 2の太枠内に単剤 7剤を合計した結果を示した。この結果をもとに、まず害虫分類ご
との試験結果の概要を述べる。
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アブラムシ類は A 判定が 68%を占め全体に高い効果が得られている。アブラムシ類に
は多くの種が含まれるが、各地で既存剤に対して感受性低下が懸念されているモモアカア

ブラムシ・ワタアブラムシについても他種と比較して同様の十分な効果が得られている。

薬剤別にみると、茎葉散布（ベネビア）と土壌灌注（ベリマーク）では安定した高い効果

が得られたが、粒剤（プリロッソ）では粒剤特有の効果のふれがみられている（C13%、
D15%）。

参考までにベネビア、ベリマーク及びプリロッソの 3 剤について試験作物を科ごとに
分類し、判定の傾向を探ってみたところ（表 3）、やや異なる傾向が示された。

表３．野菜アブラムシ類に対する作物群別の判定結果

作物群 A B C D 試験数

ナス科 71 13 8 8 87

ウリ科 87 4 0 9 45

アブラナ科 52 21 20 8 102

ﾍﾞﾈﾋﾞｱ、ﾍﾞﾘﾏｰｸ、ﾌﾟﾘﾛｯｿの合計

ABCD欄の数値は試験数に対する比率(%)を示す

アザミウマ類では他害虫に比べて A 判定が少ない（33%）が、成虫の移動頻度が高く
常に試験区外から新たな成虫が侵入する本虫では他剤でも同様の結果となる。本剤は、近

年各地で既存剤の感受性低下が指摘されるミナミキイロアザミウマやネギアザミウマにも

概ね十分な効果が示されている。

コナジラミ類は、近年問題となっているタバココナジラミバイオタイプ Q の試験が大
半を占めオンシツコナジラミ等の試験例が限られるため種間差の考察が難しいが、これま

での結果を概観する限り、特段の差異は認められていない。茎葉散布（ベネビア）と土壌

灌注（ベリマーク）では安定した効果が得られたが、粒剤（プリロッソ）は効果がふれる

例があった（Cが 24%）。

チョウ目はジアミド系が最も得意とする分野であるが、いずれの製剤でも A 又は B 判
定が大半を占め、稲・野菜・果樹・芝・茶のいずれの分野でも高い効果が認められた。粒

剤（プリロッソ）のだいこんアオムシに対し効果が低かった例があった（平成 24 年岩手
県）が、本試験では処理後 2週間降雨がなく対照のオンコル粒剤も同様に効果が得られて
いないことから、有効成分が放出されなかったとコメントされている。反対に、処理後に

非常に多くの降雨があり効果が低かった例もあった。本剤に限ったことではないが、粒剤

の効果的な使用には処理後の降雨や潅水条件に留意が必要である。またパディート箱粒剤

のニカメイチュウでも第二世代で D 判定となった試験があるが、第一世代は十分な効果
が認められており、処理後日数が著しく経過（83 日後）すると残効が及ばないことがあ
るとコメントされている。
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ハモグリバエ類に対しては非常に安定した効果が認められ D 判定は皆無であった。今
回の登録ではレタスのナモグリバエのみであるが、果菜類でも試験が実施されており、高

い評価を得ている。

コウチュウ目は野菜ではキスジノミハムシのみである。ややふれているものの D 判定
は皆無であった。本種は土壌害虫で長期間の残効が求められることから他剤でも厳しい評

価になる場合が多く、収穫時まで継続的に発生する地域では、生育中期から茎葉散布との

体系で防除することになる。水稲ではイネドロオイムシとイネミズゾウムシ、芝草ではコ

ガネムシ類幼虫が登録となっている。芝のコガネムシ類で 1 例 D 判定があったが、処理
後の 1 週間に 254mm もの降雨があり対照薬剤の効果も認められない条件であった。これ
以外はいずれの試験も A判定又は B判定であった。
この他表 2に挙げた害虫分野以外にも、オウトウショウジョバエ、カブラハバチ、ミカ

ンキジラミ等に対し試験が行われており、いずれも良好な評価を得て登録を取得している。

３．土壌処理の効果の特徴

ベリマーク SC は、野菜類のセルトレイ処理等の省力的な土壌処理法を利用できること
が大きな特徴である。新農薬実用化試験では、アブラナ科野菜（キャベツ・はくさい・ブ

ロッコリー）とレタスでセル成型育苗トレイやペーパーポットへの灌注試験が、果菜類（な

す・トマト・きゅうり）では育苗ポットへの灌注試験が行われた。全体に十分な効果が認

められたが、定植当日に処理するよりも、定植前日処理のほうが安定している傾向であっ

た（表 4）。

表４．ベリマークＳＣのはくさいアオムシに対するセルトレイ灌注処理の効果

年度 作物名 病害虫 場所 発生 濃度・量 処理方法 処理年月日 対照薬剤 対 対無 判定 薬害

対照 処理

2008 ﾊｸｻｲ ｱｵﾑｼ 日植防研 少 ×400 0.5L/ﾄﾚｲ ｾﾙﾄﾚｲ灌注 5/23(定植当日) ﾓｽﾋﾟﾗﾝ G A B B -

2010 ﾊｸｻｲ ｱｵﾑｼ 青森 中 ×400 0.5L/ﾄﾚｲ ｾﾙﾄﾚｲ灌注 6/25(定植当日) ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝF5 C C C -

2010 ﾊｸｻｲ ｱｵﾑｼ 福井植 少 ×400 0.5L/ﾄﾚｲ ｾﾙﾄﾚｲ灌注 4/24(定植当日) ｽﾀｰｸﾙG A A A -

2010 ﾊｸｻｲ ｱｵﾑｼ 奈良植 少 ×400 0.5L/ﾄﾚｲ ｾﾙﾄﾚｲ灌注 8/25(定植前日) ｵﾙﾄﾗﾝG A A A -

2010 ﾊｸｻｲ ｱｵﾑｼ 静岡伊豆 少 ×400 0.5L/ﾄﾚｲ ｾﾙﾄﾚｲ灌注 6/8(定植前日) ｵﾙﾄﾗﾝG A A A -

野菜類に対する土壌処理の効果には、1 株当たりの成分投下量、処理後の降雨、作物の
生育速度等の要因が関与すると思われるが、シアントリニプロール剤については、対照薬

剤とほぼ同等かやや優る残効を示している。残効期間は 1ヶ月程度持続する場合が多く、
それ以上持続する場合もあった。一方、穴数が多いセルトレイへの処理では十分な残効が

得られないケースもみられている。表 5は粒剤の定植時株元処理と育苗期後半のセルトレ
イ処理を比較した試験結果であるが、トレイ穴数が多い場合には処理後 2週間以降の残効
切れに留意すべきと思われる。
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表５．プリロッソ粒剤の処理法による防除効果の違い（同時に実施した試験例）

年度 作 物 病害虫名 場所 発生 処理量 処理方法 処理年月日 対照薬剤 対 対無 判定 薬害 ﾄ ﾚ ｲ

名 対照 処理 穴数

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 長野野花 多 50g/ﾄﾚｲ 株元処理 5/20(育苗期後半) ﾓｽﾋﾟﾗﾝG D C C - 200

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 長野野花 多 2g/株 株元処理 5/20(定植時) ﾓｽﾋﾟﾗﾝG B A A -

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 岩手植 少 50g/ﾄﾚｲ 株元処理 5/23(育苗期後半) ｵﾝｺﾙG5 C D D - 128

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 岩手植 少 2g/株 株元処理 5/25(定植時) ｵﾝｺﾙG5 A A A -

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 兵庫植 中 50g/ﾄﾚｲ 株元処理 4/18(育苗期後半) ｱｸﾀﾗG5 B A A - 128

2011 ﾊｸｻｲ ﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ 兵庫植 中 2g/株 株元処理 4/22(定植時) ﾓｽﾋﾟﾗﾝG B A A -

なお、散布剤の残効については、全体に慣行対照剤とほぼ同等かやや長い傾向であり、2
週間程度で効果が切れ始めるケースが多かった。水稲では箱粒剤（パディート箱粒剤）と

灌注剤（バズ顆粒水和剤）の移植 3 日前～当日処理が登録されたが、移植 83 日後に D 判
定となった事例がある一方、125日後で A判定となった事例もあり、全体的には対照剤と
同等かやや優る残効が期待できると思われる。

４．薬害

全体を通じて薬害の発生は 0.3%と非常に低く、発生した例も葉縁の僅かな褐変など実
用上問題ない軽微なものであった（表６）。

表６．シアントラニリプロール製剤薬害発生事例

年度 最新薬剤名 作物名 場所 圃 濃度・量 処理 処理年月日 薬 備 考

場 方法 害

2008 ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD ﾄﾏﾄ 石川植 施 ×2000 散布 8/22 ± 処理1週間後の調査で,新葉の葉縁部にわず

(桃太郎はる 設 (定植46日後) かな褐変を認めたが生育,収量に影響するもの

か) でなかった

2011 ﾌﾟﾘﾛｯｿ粒剤 ﾚﾀｽ 長野野花塩尻 露 1g/株 株元 8/10(定植時) ± 生育遅延､葉縁褐変の薬害が発生したが､そ

(ｼﾅﾉﾎｰﾌﾟ) 地 処理 の後の生育に影響はなかった｡対照薬剤でも

薬害が発生した｡

５．混合製剤の効果

アベイル粒剤はネオニコチノイド系のアセタミプリドとの混合製剤で、野菜類の育苗期

後半株元処理でアブラムシ類・コナジラミ類・チョウ目害虫に登録を取得している。シア

ントラニリプロールの成分投下量はほぼ同じであるが、単剤より効果が安定している（表

2）。薬害も 1例（軽微な葉の黄化）認められたのみであった。
ツインアタック顆粒水和剤は、芝草用に開発されたネオニコチノイド系のチアメトキサ

ムとの混合製剤で、シアントラニリプロールの成分投下量はほぼ同じである。シアントラ

ニリプロール単剤よりもチガヤシロオカイガラムシ・ケラなどに適用範囲を拡げている。

単剤よりも A判定の割合が高く効果が安定している。薬害も認められていない。
スタウトパディート箱粒剤／ルーチンデュオ箱粒剤は殺菌剤のイソチアニルとの混合製

剤で育苗初期の床土・覆土混和と播種時覆土前散布の適用となっている。籾枯細菌病と白

葉枯病の評価がやや低いが、イソチアニル単剤と同様の傾向である。その他の病害虫でも
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概ね良好な評価が得られている。数例で生育遅延などの軽微な薬害（イソチアニルに起

因？）が認められたが、その後回復しいずれも実用上問題ないと判定されている。

６．おわりに

以上、新連載の初回として、ジアミド系の大型殺虫剤であるシアントラニリプロール関

連剤を取り上げ、過去の新農薬実用化試験結果の概要を紹介した。多くの作物・害虫に対

し極めて多くの防除効果試験が行われた本剤について、もっと丁寧に試験結果を紹介した

かったところであるが、紙面の都合上ご容赦いただきたい。紹介したように、広範な害虫

に対し優れた防除効果を示す本剤であるが、一方で薬剤抵抗性問題を回避しつつ本剤をよ

り長く活用していくための管理対策にも注目が高まっている。このような観点も踏まえ、

開発企業では作物ごとの体系的な使用法も精力的に検討をすすめている。今後機会があれ

ばそれらについても紹介していきたい。

（技術総括 林 直人）
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シアントラニリプロール関連剤適用一覧

ベネビアＯＤ（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

キャベツ ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ﾖ 2000～4000 100～300L 収穫前日まで 3回以内 散布 4回以内(定植時

ﾄｳﾑｼ、ﾊｽﾓﾝﾖﾄ 倍 /10a までの処理は1

ｳ 回以内､定植後

ｱｻﾞﾐｳﾏ類、ｱﾌﾞ 2000倍 の散布は3回以

ﾗﾑｼ類 内)

はくさい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

だいこん 4回以内(は種時

の土壌混和は1

回以内､散布は3

回以内)

ブロッコリー ｱｵﾑｼ 2000～4000 4回以内(定植時

倍 までの処理は1

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 2000倍 回以内､定植後

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 の散布は3回以

トマト ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類、ｺ 内)

ﾅｼﾞﾗﾐ類

きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｺﾅ

ｼﾞﾗﾐ類、ｳﾘﾉﾒｲ

ｶﾞ

レタス ﾅﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾊｽﾓ 2000～4000

ﾝﾖﾄｳ 倍

いちご、えだ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 3回以内

まめ

だいず 収穫7日前まで

戻る

ベリマークＳＣ（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

キャベツ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ、ﾈｷﾞ 400倍 ｾﾙ成型育 育苗期後半～ 1回 灌注 4回以内(定植時

ｱｻﾞﾐｳﾏ、ｱﾌﾞﾗﾑ 苗ﾄﾚｲ1箱 定植当日 までの処理は1

ｼ類 またはﾍﾟｰ 回以内､定植後

はくさい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾊﾟｰポット1 の散布は3回以

ブロッコリー ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ﾈ 冊(約30× 内)

ｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 6 0 c m ､使

レタス ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾅﾓ 用土壌約

ｸﾞﾘﾊﾞｴ 1.5～4L)当

り0.5L

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1株当り25

トマト、きゅ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｺﾅ ｍｌ

うり ｼﾞﾗﾐ類

戻る
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エクシレルＳＥ（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

りんご ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ、ﾊﾏ 2500～5000 200～700L 収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内

ｷﾑｼ類 倍 /10a

ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ、ｷﾞﾝ 5000倍

ﾓﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ

もも、ネクタ ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 2500～5000

リン 倍

なし ﾊﾏｷﾑｼ類

おうとう ﾊﾏｷﾑｼ類、ｵｳﾄ 2500倍

ｳｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ

ぶどう ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 2500～5000

倍

かんきつ ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳ 5000倍

ﾏ、ｱｹﾞﾊ類、ﾐｶ

ﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ、ﾐｶﾝ

ｷｼﾞﾗﾐ

茶 ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ 2000倍 200～400L 摘採7日前まで 1回 1回

/10a

戻る
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プリロッソ粒剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

キャベツ ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ｱ ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱また 育苗期後半～ 1回 本剤の所定量 4回以内(定植時

ﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾈｷﾞｱ はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×6 定植当日 をｾﾙ成型育苗 までの処理は1

ｻﾞﾐｳﾏ、ﾊｲﾏﾀﾞﾗ 0cm､使用土壌約1.5～4L) ﾄﾚｲまたはﾍﾟｰ 回以内､定植後

ﾉﾒｲｶﾞ 当り50g ﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの上か の散布は3回以

ら均一に散布 内)

する｡

ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ﾊ 1g/株 株元散布

ｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾈｷﾞ 2g/株

ｱｻﾞﾐｳﾏ

はくさい ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ｱ ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱また 本剤の所定量

ﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾊｲﾏ はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×6 をｾﾙ成型育苗

ﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 0cm､使用土壌約1.5～4L) ﾄﾚｲまたはﾍﾟｰ

当り50g ﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの上か

ら均一に散布

する｡

ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ﾊ 1g/株 株元散布

ｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2g/株

ブロッコリー ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ｱ ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱また 本剤の所定量

ﾌﾞﾗﾑｼ類 はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×6 をｾﾙ成型育苗

0cm､使用土壌約1.5～4L) ﾄﾚｲまたはﾍﾟｰ

当り50g ﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの上か

ら均一に散布

する｡

ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ 1g/株 株元散布

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2g/株

レタス ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ｱﾌﾞ ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱また 本剤の所定量

ﾗﾑｼ類、ﾅﾓｸﾞﾘ はﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊(約30×6 をｾﾙ成型育苗

ﾊﾞｴ 0cm､使用土壌約1.5～4L) ﾄﾚｲまたはﾍﾟｰ

当り50g ﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの上か

ら均一に散布

する｡

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ、ﾅﾓ 1g/株 株元散布

ｸﾞﾘﾊﾞｴ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2g/株

な す 、 ト マ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｱｻﾞ

ト、きゅうり ﾐｳﾏ類、ｺﾅｼﾞﾗﾐ

ピーマン 類 1回

だいこん ｺﾅｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ｱ 6kg/10a は種時 播溝土壌混和 4回以内(は種時

ﾌﾞﾗﾑｼ類、ﾊｲﾏ の土壌混和は1

ﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ、ｶﾌﾞﾗ 回以内､散布は3

ﾊﾊﾞﾁ、ｷｽｼﾞﾉﾐﾊ 回以内)

ﾑｼ

戻る
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パディート箱粒剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

稲(箱育苗) ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ、ｲ 育苗箱(30×60×3cm､使 は種時 (覆土 1回 育苗箱の上か 1回

ﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ、ｲﾈ 用土壌約5L)1箱当り50g 前)～移植当日 ら均一に散布

ﾄﾞﾛｵｲﾑｼ、ﾌﾀｵ する｡

ﾋﾞｺﾔｶﾞ は種前 育苗箱の床土

又は覆土に均

一に混和する

ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ、ﾆｶﾒ 移植3日前～移 育苗箱の上か

ｲﾁｭｳ、ｲﾈﾂﾄﾑｼ 植当日 ら均一に散布

ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 移植当日 する｡

戻る

バズ顆粒水和剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

稲(箱育苗) ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ、ｲ 1000倍 育苗箱(30 移植3日前～移 1回 灌注 1回

ﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ ×60×3c 植当日

m､使用土

壌約5L )1

箱当り0.5L

戻る

エスペランサ（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

芝 ｽｼﾞｷﾘﾖﾄｳ、ｼﾊﾞ 4000倍（薬量 200ｍｌ/㎡ 発生前～発生 3回以内 散布 3回以内

ﾂﾄｶﾞ、ｺｶﾞﾈﾑｼ として0.05ｍｌ/ 初期

類幼虫、ｼﾊﾞｵｻ ㎡)

ｿﾞｳﾑｼ、ﾀﾏﾅﾔｶﾞ

樹木類 ｹﾑｼ類 10000～2000 200～700L

0倍 /10a

戻る
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ルーチンデュオ箱粒剤／スタウトパディート箱粒剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

稲(箱育苗) いもち病、白葉 育苗箱(30×60×3cm､使 は種前 1回 育苗箱の床土 1回

枯病、もみ枯細 用土壌約5L)1箱当り50g 又は覆土に均

菌病、ｲﾈﾐｽﾞｿﾞ 一に混和する

ｳﾑｼ、ｲﾈﾄﾞﾛｵｲ は種時 (覆土 育苗箱の上か

ﾑｼ、ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ 前)～移植当日 ら均一に散布

する｡

苗腐敗症(もみ は種前 育苗箱の床土

枯細菌病菌) 又は覆土に均

一に混和する

は種時 (覆土 育苗箱の上か

前) ら均一に散布

する｡

戻る

ツインアタック顆粒水和剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

芝 ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞ、ｽｼﾞｷ 1333～2000 0.1L/㎡ 発生初期 3回以内 散布 3回以内

ﾘﾖﾄｳ、ｺｶﾞﾈﾑｼ 倍

類幼虫、ｼﾊﾞｵｻ

ｿﾞｳﾑｼ幼虫、ﾀﾏ

ﾅﾔｶﾞ

ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞ、ｽｼﾞｷ 2667～4000 0.2L/㎡

ﾘﾖﾄｳ、ｺｶﾞﾈﾑｼ 倍

類幼虫、ｼﾊﾞｵｻ

ｿﾞｳﾑｼ幼虫、ﾀﾏ

ﾅﾔｶﾞ、ｹﾗ、ﾁｶﾞ

ﾔｼﾛｵｶｲｶﾞﾗﾑｼ

戻る

アベイル粒剤（平成27年4月22日現在）

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 本剤の使 使用方法 シアントラニリプ

用回数 ロールを含む農

薬の総使用回数

きゅうり ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、ｱﾌﾞ 2g/株 育苗期後半～ 1回 株元散布 4回以内(定植時

トマト ﾗﾑｼ類 定植当日 までの処理は1

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 回以内、定植後

キャベツ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、ｺﾅ ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ1箱また の散布は3回以

ｶﾞ、ｱｵﾑｼ、ﾊｽﾓ はﾍﾟｰﾊﾟｰポット1冊(約30× 内)

ﾝﾖﾄｳ 60㎝、使用土壌約1.5～4

はくさい ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ L)当り40g

ブロッコリー ｱｵﾑｼ

戻る


