
２８年産の農薬使用状況
品種名 産地（JA) 農薬名 成分数 成分 用途 備考

岩手 JAいわて平泉 タフブロック（ＳＰ） 0 タラロマイセス　フラバス 殺菌 微生物農薬
ひとめぼれ タチガレン（液剤、粉剤） 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌

ツインターボ箱粒剤08 2 クロチアニジン　 殺虫
イソチアニル 殺菌

①ヤイバ（1キロ粒剤、 2 フェントラザミド 除草
ジャンボ、豆つぶ250） ピリミスルファン 除草 ①～③のいずれかを
②ウイナー（1キロ粒剤75、 3 イプフェンカルバゾン 除草 選択します。
フロアブル、ジャンボ） ブロモブチド 除草 場合によっては①、③

ベンスルフロンメチル 除草 は④又は⑤の体系処
③ショキニー（250グラム、 2 ブロモブチド 除草 理が可能です。
フロアブル） ペントキサゾン 除草 ②の場合は④のみが
④バサグラン（液剤・粒剤） 1 ベンタゾン 除草 使用可能です。
⑤テッケン（粉剤） 2 ペノキススラム 除草

ベンゾビシクロン 除草
フジワン（1キロ粒剤、粒剤 1 イソプロチオラン 殺菌
パック、乳剤）
撤粉ボルドー粉剤ＤＬ 0 （硫酸銅） 殺菌
スタークル（粉剤、液剤、 1 ジノテフラン　　 殺虫
顆粒水溶剤、粒剤）

ダントツ（粉剤、液剤、顆粒 1 クロチアニジン　 殺虫
水溶剤、粒剤）

成分数合計 8～10
阿蘇 JA阿蘇 エコホープＤＪ 0 トリコデルマ　アトロビリデ 殺菌 微生物農薬
ものがたり （特別栽培米） クサカリテイオー1キロ粒剤 3 ブロモブチド 除草

又はフロアブル ベンスルフロンメチル 除草
又はジャンボ剤 ペントキサゾン 除草

成分数合計 3
熊本 JA阿蘇 エコホープＤＪ 0 トリコデルマ　アトロビリデ 殺菌 微生物農薬
あきげしき （特別栽培米） タチガレン粉剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌

ビルダースタークル箱粒剤 2 ジノテフラン　　 殺虫
プロベナゾール 殺菌

クサカリテイオー 3 ブロモブチド 除草
ペントキサゾン 除草
ベンスルフロンメチル 除草

アトトリ（粒剤） 1 ピリミスルファン 除草
スタークル（粉・粒・豆剤） 1 ジノテフラン　　 殺虫
コラトップ粒５・ジャンボＰ 1 ピロキロン 殺菌

成分数合計 9
北海道 JAたいせつ ルーチンアドマイヤー 2 イミダクロプリド 殺虫
きらら397 箱粒剤 イソチアニル 殺菌

エリジャン乳剤 1 プレチクラロール 除草
スマートフロアブル 3 フェントラザミド 除草

ベンゾビシクロン 除草
ベンゾフェナップ 除草

ダブルカットトレボン 2 エトフェンプロックス 殺虫
フロアブル （カスガマイシンー塩酸塩） 殺菌

トリシクラゾール 殺菌
ビームエイトスタークルゾル 2 ジノテフラン　　 殺虫

トリシクラゾール 殺菌
キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫

成分数合計 11
JAあさひかわ タチガレン液剤又は粉剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌

タチガレエース液剤 2 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌 いずれか０～1剤
又は粉剤 メタラキシル 殺菌 使用
アドマイヤー顆粒水和剤 1 イミダクロプリド 殺虫
又はＣＲ
バズ顆粒水和剤 1 シアントラニリプロール 殺虫
プリリンス粒剤 1 フィプロニル 殺虫
フェルテラ箱粒剤 1 クロラントラニリプロール 殺虫
ルーチンアドマイヤー 2 イミダクロプリド 殺虫
箱粒剤 イソチアニル 殺菌
アプライフェルテラ 2 クロラントラニリプロール 殺虫
箱粒剤 チアジニル 殺菌 いずれか１剤を使用
ブイゲットフェルテラ粒剤 2 クロラントラニリプロール 殺虫

チアジニル 殺菌
ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫



箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫
イソチアニル 殺菌

ソルネット1キロ粒剤 1 プレチクラロール 除草 いずれか０～1剤
エリジャン乳剤 プレチクラロール 除草 使用
メガゼータ１キロ粒剤又は 2 ピラクロニル 除草
フロアブル又はジャンボ プロピリスルフロン 除草
チャンスタイムＺフロアブル 2 ピラゾレート 除草
又は1キロ粒剤 プロピリスルフロン 除草
スマート１キロ粒剤又は 3 フェントラザミド 除草 いずれか１剤を使用
フロアブル ベンゾビシクロン 除草

ベンゾフェナップ 除草
ピラクロエース１キロ粒剤 3 ピラクロニル 除草
フロアブル又はジャンボ ベンゾビシクロン 除草

ベンゾフェナップ 除草
バッチリ１キロ粒剤又は 3 イマゾスルフロン 除草
フロアブル又はジャンボ ピラクロニル 除草

ブロモブチド 除草
ヤイバ豆粒250又は 2 ピリミスルファン 除草
1キロ粒剤又はジャンボ フェントラザミド 除草
オリゼメート１キロ粒剤 1 プロベナゾール 殺菌 いずれか０～1剤
又はパック 使用
アミスターアクタラＳＣ 2 チアメトキサム 殺虫

アゾキシストロビン 殺菌
ビームスタークル微粒剤Ｆ 2 ジノテフラン　　 殺虫

トリシクラゾール 殺菌
ビームエイトスタークルゾル 2 ジノテフラン　　 殺虫 いずれか１～３剤を

トリシクラゾール 殺菌 使用
キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫
又はＬ粒剤又は微粒剤Ｆ
スタークル１キロＨ粒剤 1 ジノテフラン　　 殺虫
イモチエーススタークル ジノテフラン　　 殺虫
１キロ粒剤 メトミノストロビン　 殺菌
嵐キラップ粒剤 エチプロール 殺虫

オリサストロビン 殺菌
成分数合計 11

JA新すながわ テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
（水酸化第二銅） 殺菌

タチガレエース液剤 2 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌
メタラキシル 殺菌

バズ顆粒水和剤 1 シアントラニリプロール 殺虫
ウエスフロアブル 3 ピラゾレート 除草

フェントラザミド 除草
ベンフレセート 除草 どちらか１剤使用

スマートフロアブル 3 フェントラザミド 除草
ベンゾフェナップ 除草
ベンフレセート 除草

オリゼメート１ｋｇ粒剤 1 プロベナゾール 殺菌
ブラシンダントツ粉剤DL 3 クロチアニジン　 殺虫

フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

ダブルカットスタークル 2 ジノテフラン　　 殺虫
粉ＤＬ （カスガマイシン） 殺菌

トリシクラゾール 殺菌
成分数合計 13

ＪＡ南るもい ベンレート水和剤 1 ベノミル 殺菌
タチガレエース液剤 2 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌

メタラキシル 殺菌
アドマイヤー顆粒水和剤 1 イミダクロプリド 殺虫
ウリホス１キロ粒剤 4 プレチクラロール 除草

ピラゾレート 除草
ジメタメトリン 除草
ベンフレセート 除草

ビームゾル 1 トリシクラゾール 殺菌
トレボンエアー 1 エトフェンプロックス 殺虫
ビームゾル 1 トリシクラゾール 殺菌
キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫
ブラシンゾル 2 フサライド 殺菌

フェリムゾン 殺菌
スタークル液剤10 1 ジノテフラン　　 殺虫



スタークル液剤10 1 ジノテフラン　　 殺虫
成分数合計 16

福岡 JA筑前あさくら ツインターボフェルテラ 2 クロチアニジン　 殺虫
夢つくし （福田RC） クロラントラニリプロール 殺虫

イソチアニル 殺菌
ボデーガード（１キロ粒剤、 2 テフリルトリオン 除草
フロアブル、ジャンボ） フェントラザミド 除草
ダブルカットバリダＫ粉剤 2 エチプロール 殺虫
ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

アプロードロムダン 3 テブフェノジド 殺虫
モンカットエアー ブプロフェジン 殺虫 成分数合計の範囲内

フルトラニル 殺菌 でいずれかを使用
ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌

フェリムゾン 殺菌
スタークル液剤 1 ジノテフラン　　 殺虫
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫
テクリードC 1 イプコナゾール 殺菌 補正防除

（水酸化第２銅） 殺菌
スミチオン 1 MEP

成分数合計 11～13
JA筑前あさくら デジタルバウアー箱粒剤 3 クロラントラニリプロール 殺虫
（昭和ＣＥ） ピメトロジン 殺虫

ピロキロン 殺菌
ボディーガード（フロアブル 2 テフリルトリオン 除草
1キロ粒剤、ジャンボ） フェントラザミド 除草
サラブレッド（フロアブル 3 イマゾスルフロン 除草 いずれか１つを選択
粒剤、ジャンボ） オキサジクロメホン　 除草

ピラクロニル 除草
アクシズＭＸ 3 ピリフタリド 除草

メソトリオン 除草
メタゾスルフロン 除草

ダブルカットバリダスターク 2 ジノテフラン　　 殺虫
ル粉剤ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

アオウロードロムダン 3 テブフェノジド 殺虫 成分数合計の範囲内
モンカットエアー ブプロフェジン 殺虫 でいずれかを使用

フルトラニル 殺菌
ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌

フェリムゾン 殺菌
スタークル粉剤 1 ジノテフラン　　 殺虫
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫
テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌 補正防除

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン 1 MEP 殺虫

成分数合計 10～15
JAふくおか嘉穂ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫

箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫
イソチアニル 殺菌 いずれか１つを選択

デジタルバウアー箱粒剤 3 ピメトロジン 殺虫
クロラントラニリプロール 殺虫
ピロキロン 殺菌

エーワン（1キロ粒剤、フロ 2 オキサジクロメホン　 除草
アブル、ジャンボ） テフリルトリオン 除草
ヤイバ1キロ粒剤 2 ピリミスルファン 除草 いずれか１つを選択

フェントラザミド 除草
バサグラン粒剤又は液剤 1 ベンタゾン 除草
クリンチャーＥＷ又は1キロ 1 シハロホップブチル 除草 いずれか３成分を使用
粒剤
クリンチャーバスＭＥ 2 シハロホップブチル 除草

ベンタゾン 除草
フォローアップ 2 ダイムロン 除草

ベノキススラム 除草
スクミンベイト３ 0 （燐酸第二鉄） 殺虫
コラトップ 1 ピロキロン 殺菌
ビーム 1 トリシクラゾール 殺菌
トレボン 1 エトフェンプロックス 殺虫



リンバー 1 フラメトピル 殺菌
ダブルカットバリダ 1 トリシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
（バリダマイシン） 殺菌

ドイツボルドーＡ 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
撒粉ボルドー 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
キラップ 1 エチプロール 殺虫 いずれか１つを選択
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫

成分数合計 9
しき島会 スポルタック乳剤 1 プロクロラズ 殺菌

スミチオン乳剤 1 MEP 殺虫
ルーチンアドスピノＧＴ 3 イミダクロプリド 殺虫
粒剤 （スピノサド） 殺虫

イソチアニル 殺菌
チフルザミド 殺菌

ルーチンアドスピノ粒剤 2 イミダクロプリド 殺虫
（スピノサド） 殺虫
イソチアニル 殺菌

ツインスター（粒剤、フロア 2 ダイムロン 除草
ブル、ジャンボ） メタゾスルフロン 除草
ショウリョクジャンボ 4 ベンスルタップ 殺虫

イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草

ショウリョクＳ粒剤 5 カルタップ 殺虫
イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草
ブロモブチド 除草

ブラシントレバリダDL粉剤 3 エトフェンプロックス 殺虫
（バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

ブラシンバリダフロアブル 2 （バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

トレボンＤＬ 1 エトフェンプロックス 殺虫
キラップDL（ＥＷ、粒剤） 1 エチプロール 殺虫
キラップジョーカーフロアブ 2 エチプロール 殺虫
ル シラフルオフェン 殺虫
ジャンボタニシくん 1 メタアルデヒド 殺虫

成分数合計 12 上記のうち使用限度12成分まで
福岡 JA筑前あさくら ツインターボフェルテラ 2 クロチアニジン　 殺虫
ひのひかり （福田RC） クロラントラニリプロール 殺虫

イソチアニル 殺菌
ボデーガード（１キロ粒剤、 2 テフリルトリオン 除草
フロアブル、ジャンボ） フェントラザミド 除草
アクト1キロ粒剤 2 ピラゾルフロンエチル 除草

メフェナセット 除草
クサトップフロアブル 2 インダノファン 除草

ベンスルフロンメチル 除草
ダブルカットバリダＫ粉剤 2 エチプロール 殺虫
ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

アプロードロムダン 3 テブフェノジド 殺虫
モンカットエアー ブプロフェジン 殺虫 成分数合計の範囲内

フルトラニル 殺菌 でいずれかを使用
ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌

フェリムゾン 殺菌
スタークル液剤 1 ジノテフラン　　 殺虫
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫
テクリードC 1 イプコナゾール 殺菌 補正防除

（水酸化第２銅） 殺菌
スミチオン 1 MEP

成分数合計 11～13
JAふくおか嘉穂ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫

箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫
イソチアニル 殺菌 いずれか１つを選択



デジタルバウアー箱粒剤 3 ピメトロジン 殺虫
クロラントラニリプロール 殺虫
ピロキロン 殺菌

エーワン（1キロ粒剤、フロ 2 オキサジクロメホン　 除草
アブル、ジャンボ） テフリルトリオン 除草
ヤイバ1キロ粒剤 2 ピリミスルファン 除草 いずれか１つを選択

フェントラザミド 除草
バサグラン粒剤又は液剤 1 ベンタゾン 除草
クリンチャーＥＷ又は1キロ 1 シハロホップブチル 除草 いずれか３成分を使用
粒剤
クリンチャーバスＭＥ 2 シハロホップブチル 除草

ベンタゾン 除草
フォローアップ 2 ダイムロン 除草

ベノキススラム 除草
スクミンベイト３ 0 （燐酸第二鉄） 殺虫
コラトップ 1 ピロキロン 殺菌
ビーム 1 トリシクラゾール 殺菌
トレボン 1 エトフェンプロックス 殺虫
リンバー 1 フラメトピル 殺菌
ダブルカットバリダ 1 トリシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
（バリダマイシン） 殺菌

ドイツボルドーＡ 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
撒粉ボルドー 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
キラップ 1 エチプロール 殺虫 いずれか１つを選択
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫

成分数合計 9
ＪＡふくおか テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
八女 （水酸化第二銅） 殺菌

スミチオン乳剤 1 MEP 殺虫
ビルダーフェルテラチェス 3 クロラントラニリプロール 殺虫
粒剤 ピメトロジン 殺虫

プロベナゾール 殺菌
サラブレッドＫＡＩ１キロ 3 イマゾスルフロン 除草
粒剤 ピラクロニル 除草

オキサジクロメホン　 除草
アプロードモンカットスター 3 ブプロフェジン 殺虫
クルＦ粉剤ＤＬ ジノテフラン　　 殺虫

フルトラニル 殺菌
ﾌﾞﾗｼﾝﾊﾞﾘﾀﾞｼﾞｮｰｶｰ粉剤ＤＬ 3 シラフルオフェン 殺虫

（バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

成分数合計 14
ＪＡ筑紫 テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌

（水酸化第二銅） 殺菌
タチガレン液剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌
ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫
箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫

イソチアニル 殺菌
エーワン1キロ粒剤 2 オキサジクロメホン　 除草

テフリルトリオン 除草
コラトップジャンボ剤 1 ピロキロン 殺菌
ビームエイトスタークル 2 ジノテフラン　　 殺虫

トリシクラゾール 殺菌
アプロードモンカットエアー 2 ブプロフェジン 殺虫

フルトラニル 殺菌
成分数合計 12

ＪＡみなみ筑後 ベンレート水和剤 1 ベノミル 殺菌
スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
タチガレン液剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌
フェルテラチェス箱粒剤 2 クロラントラニリプロール 殺虫

ピメトロジン 殺虫
スクミノン 1 メタアルデヒド 殺虫
バッチリジャンボ 3 イマゾスルフロン 除草

ピラクロニル 除草
ブロモブチド 除草

アプロードモンカット 3 ジノテフラン　　 殺虫
スタークルＦ粉剤ＤＬ ブプロフェジン 殺虫



フルトラニル 殺菌
ノンブラストレバリダ粉剤 3 エトフェンプロックス 殺虫
ＤＬ トリシクラゾール 殺菌

(バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌

スタークル粉剤DL 1 ジノテフラン　　 殺虫
成分数合計 16

ＪＡ粕屋 テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
（水酸化第二銅） 殺菌

スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
デジタルバウアー箱粒剤 3 クロラントラニリプロール 殺虫

ピメトロジン 殺虫
ピロキロン 殺菌

ボディーガード1ｋｇ粒剤 2 テフリルトリオン 除草 いずれか１つを選択
チアジニル 除草

ムソウ1ｋｇ粒剤 2 ピリミスルファン 除草
メフェナセット 除草

ウィナー1ｋｇ粒剤５１ 3 イプフェンカルバゾン 除草
プロモブチド 除草
ベンスルフロンメチル 除草

ビクトリーＺフロアブル 2 ピラクロニル 除草
プロピリスルフロン 除草

エーワンジャンボ 2 オキサジクロメホン　 除草
テフリルトリオン 除草

ヤイバジャンボ 2 ピリミスルファン 除草
フェントラザミド 除草

テラガードＬ250グラム 3 カフェンストロール 除草
ベンゾビシクロン 除草
ベンスルフロンメチル 除草

ショウリョクジャンボ 4 ベンスルタップ 殺虫
イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草

スクミノン 1 メタアルデヒド 殺虫 補正防除
コラトップジャンボ 1 ピロキロン 殺菌 補正防除
アチーブモンカット 3 エトフェンプロックス 殺虫 いずれか１パターン
トレボンＦ粉剤ＤＬ フェノキサニル 殺菌 を選択

フルトラニル 殺菌
ダブルカットフロアブル 1 トリッシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
モンセレンフロアブル 1 ペンシクロン 殺菌
キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫
コラトップスタークル 2 ジノテフラン　　 殺虫 補正防除
1キロ粒剤 ピロキロン 殺菌
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫 補正防除

成分数合計 11～14
ＪＡにじ テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
ベンレート水和剤 1 ベノミル 殺菌
タチガレン液剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌
フェルテラチェス箱粒剤 2 クロラントラニリプロール 殺虫

ピメトロジン 殺虫 いずれか１つを使用
ビルダーフェルテラチェス 3 クロラントラニリプロール 殺虫 する
箱粒剤 ピメトロジン 殺虫

プロベナゾール 殺菌
ブイゲットフェルテラチェス 3 クロラントラニリプロール 殺虫
Ｌ粒剤 ピメトロジン 殺虫

チアジニル 殺菌
クサホープＤ粒剤 3 ジメタメトリン 除草

ピラゾレート 除草
プレチクラロール 除草 いずれか１つを使用

パットフルＬジャンボ 3 オキサジクロメホン　 除草 する
ピリミノバックメチル 除草
ベンスルフロンメチル 除草

キクンジャーＺ 2 ピラゾレート 除草
（1キロ粒剤・フロアブル） プロピリスルフロン 除草
アプロードモンカット 3 ジノテフラン　　 殺虫
スタークルＦ粉剤ＤＬ ブプロフェジン 殺虫



フルトラニル 殺菌 どちらかを使用する
アプロードモンカットエアー 3 ブプロフェジン 殺虫

＋ フルトラニル 殺菌
スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン　　 殺虫
スタークル（粉剤ＤＬ又は 1 ジノテフラン　　 殺虫
顆粒水溶剤）
ブラシン（粉剤ＤＬ又はフロ 2 フェリムゾン 殺菌
アブル）[補正] フサライド 殺菌
ＭＲジョーカー（粉剤ＤＬ又 1 シラフルオフェン 殺虫
はＥＷ）[補正]

成分数合計 17
ＪＡみい テクリードCフロアブル50 1 イプコナゾール 殺菌

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
タチガレエース液剤 2 ヒドロキシイソキサゾール 殺菌

メタラキシル 殺菌
プリンスリンバー箱粒剤 2 フィプロニル 殺虫

フラメトピル 殺菌
クサトリエースLジャンボ 3 カフェンストロール 除草

ベンスルフロンメチル 除草
ダイムロン 除草

ワイドアタックSC 1 ペノキススラム 除草
トレボン粉剤DL 1 エトフェンプロックス 殺虫
ビームアプロードスタークル 3 ジノテフラン 殺虫
粉剤5DL ブプロフェジン 殺虫

トリシクラゾール 殺菌
スタークル粉剤DL 1 ジノテフラン 殺虫
スクミノン 1 メタアルデヒド 殺虫
コラトップ粒剤５ 1 ピロキロン 殺菌

成分数合計 17
しき島会 スポルタック乳剤 1 プロクロラズ 殺菌

スミチオン乳剤 1 MEP 殺虫
ルーチンアドスピノＧＴ 3 イミダクロプリド 殺虫
粒剤 （スピノサド） 殺虫

イソチアニル 殺菌
チフルザミド 殺菌

ルーチンアドスピノ粒剤 2 イミダクロプリド 殺虫
（スピノサド） 殺虫
イソチアニル 殺菌

ツインスター（粒剤、フロア 2 ダイムロン 除草
ブル、ジャンボ） メタゾスルフロン 除草
ショウリョクジャンボ 4 ベンスルタップ 殺虫

イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草

ショウリョクＳ粒剤 5 カルタップ 殺虫
イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草
ブロモブチド 除草

ブラシントレバリダDL粉剤 3 エトフェンプロックス 殺虫
（バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

ブラシンバリダフロアブル 2 （バリダマイシン） 殺菌
フェリムゾン 殺菌
フサライド 殺菌

トレボンＤＬ 1 エトフェンプロックス 殺虫
キラップDL（ＥＷ、粒剤） 1 エチプロール 殺虫
キラップジョーカーフロアブ 2 エチプロール 殺虫
ル シラフルオフェン 殺虫
ジャンボタニシくん 1 メタアルデヒド 殺虫

成分数合計 12 上記のうち使用限度12成分まで
福岡 JAふくおか嘉穂ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫
元気つくし 箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫

イソチアニル 殺菌 いずれか１つを選択
デジタルバウアー箱粒剤 3 ピメトロジン 殺虫

クロラントラニリプロール 殺虫
ピロキロン 殺菌



エーワン（1キロ粒剤、フロ 2 オキサジクロメホン　 除草
アブル、ジャンボ） テフリルトリオン 除草
ヤイバ1キロ粒剤 2 ピリミスルファン 除草 いずれか１つを選択

フェントラザミド 除草
バサグラン粒剤又は液剤 1 ベンタゾン 除草
クリンチャーＥＷ又は1キロ 1 シハロホップブチル 除草 いずれか３成分を使用
粒剤
クリンチャーバスＭＥ 2 シハロホップブチル 除草

ベンタゾン 除草
フォローアップ 2 ダイムロン 除草

ベノキススラム 除草
スクミンベイト３ 0 （燐酸第二鉄） 殺虫
コラトップ 1 ピロキロン 殺菌
ビーム 1 トリシクラゾール 殺菌
トレボン 1 エトフェンプロックス 殺虫
リンバー 1 フラメトピル 殺菌
ダブルカットバリダ 1 トリシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
（バリダマイシン） 殺菌

ドイツボルドーＡ 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
撒粉ボルドー 0 （塩基性塩化銅） 殺菌
キラップ 1 エチプロール 殺虫 いずれか１つを選択
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫

成分数合計 9
ＪＡ筑前あさくらテクリードＣフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
（蜷城ＲＣ） （水酸化第２銅） 殺菌

スミチオン乳剤 1 ＭＥＰ 殺虫
タチガレン液剤 1 ヒドロキシイソキサゾール 殺菌
ビルダープリンス粒剤 2 フィプロニル 殺虫

プロベナゾール 殺菌
ルーチンクアトロ箱粒剤 4 イミダクロプリド 殺虫

エチプロール 殺虫 いずれか１つを選択
クロラントラニリプロール 殺虫
イソチアニル 殺菌

デジタルバウアー箱粒剤 3 ピロキロン 殺菌
ピメトロジン 殺虫
クロラントラニリプロール 殺虫

イネキングフロアブル 3 ピラクロニル 除草
ピラゾレート 除草
ベンゾビシクロン 除草

サラブレットＫＡＩ 3 イマゾスルフロン 除草 いずれか１つを選択
オキサジクロメホン　 除草
ピラクロニル 除草

ボデーガード1キロ粒剤 2 テフリルトリオン 除草
フェントラザミド 除草

ダブルカットバリダＫ粉剤 2 エチプロール 殺虫
DL （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌 いずれか１つを選択
フェリムゾン 殺菌

キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫
ダブルカットバリダフロア 1 （バリダマイシン）） 殺菌
ブル トリシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン 殺虫 補正防除
コラトップジャンボ 1 ピロキロン 殺菌

成分数合計 12～18
JA筑前あさくら デジタルバウアー箱粒剤 3 クロラントラニリプロール 殺虫
（昭和ＣＥ） ピメトロジン 殺虫

ピロキロン 殺菌
ボディーガード（フロアブル 2 テフリルトリオン 除草
1キロ粒剤、ジャンボ） フェントラザミド 除草
サラブレッド（フロアブル 3 イマゾスルフロン 除草 いずれか１つを選択
粒剤、ジャンボ） オキサジクロメホン　 除草

ピラクロニル 除草
アクシズＭＸ 3 ピリフタリド 除草

メソトリオン 除草
メタゾスルフロン 除草



ダブルカットバリダスターク 2 ジノテフラン　　 殺虫
ル粉剤ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

アオウロードロムダン 3 テブフェノジド 殺虫 成分数合計の範囲内
モンカットエアー ブプロフェジン 殺虫 でいずれかを使用

フルトラニル 殺菌
ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌

フェリムゾン 殺菌
スタークル粉剤 1 ジノテフラン　　 殺虫
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫
テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌 補正防除

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン 1 MEP 殺虫

成分数合計 10～15
ＪＡ粕屋 テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
デジタルバウアー箱粒剤 3 クロラントラニリプロール 殺虫

ピメトロジン 殺虫
ピロキロン 殺菌

ボディーガード1ｋｇ粒剤 2 テフリルトリオン 除草 いずれか１つを選択
チアジニル 除草

ムソウ1ｋｇ粒剤 2 ピリミスルファン 除草
メフェナセット 除草

ウィナー1ｋｇ粒剤５１ 3 イプフェンカルバゾン 除草
プロモブチド 除草
ベンスルフロンメチル 除草

ビクトリーＺフロアブル 2 ピラクロニル 除草
プロピリスルフロン 除草

エーワンジャンボ 2 オキサジクロメホン　 除草
テフリルトリオン 除草

ヤイバジャンボ 2 ピリミスルファン 除草
フェントラザミド 除草

テラガードＬ250グラム 3 カフェンストロール 除草
ベンゾビシクロン 除草
ベンスルフロンメチル 除草

ショウリョクジャンボ 4 ベンスルタップ 殺虫
イマゾスルフロン 除草
カフェンストロール 除草
ダイムロン 除草

スクミノン 1 メタアルデヒド 殺虫 補正防除
コラトップジャンボ 1 ピロキロン 殺菌 補正防除
アチーブモンカット 3 エトフェンプロックス 殺虫 いずれか１パターン
トレボンＦ粉剤ＤＬ フェノキサニル 殺菌 を選択

フルトラニル 殺菌
ダブルカットフロアブル 1 トリッシクラゾール 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
モンセレンフロアブル 1 ペンシクロン 殺菌
キラップフロアブル 1 エチプロール 殺虫
コラトップスタークル 2 ジノテフラン　　 殺虫 補正防除
1キロ粒剤 ピロキロン 殺菌
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫 補正防除

成分数合計 11～14
ＪＡみい テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
（太刀洗ＣＥ） （水酸化第二銅） 殺菌

スミチオン乳液 1 MEP 殺虫
ベンレート水和剤 1 ベノミル 殺虫
ツインターボフェルテラ 3 クロチアニジン　 殺虫
箱粒剤 クロラントラニリプロール 殺虫

イソチアニル 殺菌
クサトリエースＬジャンボ 3 カフェンストロール 除草

ダイムロン 除草
ベンスルフロンメチル 除草

ワイドアタックＳＣ 1 ベノキススラム 除草
トレボン粉剤ＤＬ 1 エトフェンプロックス 殺虫
ビームアプロードスタークル 3 ジノテフラン 殺虫
粉剤５ＤＬ ブプロフェジン 殺虫

トリシクラゾール 殺菌



スタークル粉剤ＤＬ 1 ジノテフラン 殺虫
スクミノン 1 メタアルデヒド 殺貝 補正防除
コラトップ粒剤５ 1 ピロキロン 殺菌 補正防除

成分数合計 17
JA筑前あさくら テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌
（朝倉ＣＥ） （水酸化第二銅） 殺菌

スミチオン乳剤 1 ＭＥＰ 殺虫
タチガレン液剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌
ファーストオリゼプリンス 2 フィプロニル 殺虫
粒剤１０ プロベナゾール 殺菌
ルーチンクアトロ箱粒剤 4 イミダクロプリド 殺菌

エチプロール 殺虫
クロラントラニリプロール 殺虫
イソチアニル 殺菌 いずれか１つを選択

デジタルバウアー箱粒剤 3 ピロキロン 殺菌
ピメトロジン 殺虫
クロラントラニリプロール 殺虫

ウィナーＬフロアブル 3 イブフェンカルバゾン 除草
ブロモブチド 除草
ベンスルフロンメチル 除草 いずれか１つを選択

イネキング1キロ粒剤 3 ピラクロニル 除草
ピラゾレート 除草
ベンゾビシクロン 除草

サラブレットＫＡＩフロアブル 3 イマゾスルフロン 除草
オキサジクロメホン　 除草
ピラクロニル 除草

ボディーガード1キロ粒剤 2 テフリルトリオン 除草
フェントラザミド 除草

ダブルカットバリダＫ粉剤 2 エチプロール 殺虫
ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

（カスガマイシン） 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞﾛﾑﾀﾞﾝﾓﾝｶｯﾄｴｱｰ 3 テブフェノジド 殺虫 成分数合計の範囲内
ブプロフェジン 殺虫 でいずれかを使用
フルトラニル 殺菌

ノンブラスフロアブル 2 トリシクラゾール 殺菌
フェリムゾン 殺菌

スタークル液剤10 1 ジノテフラン 殺虫
スタークル豆つぶ 1 ジノテフラン　　 殺虫 補正防除
コラトップジャンボ 1 ピロキロン 殺菌

成分数合計 9～17
会津 ＪA会津よつば エコホープＤＪ 0 トリコデルマ　アトロビリデ 殺菌 微生物農薬
こしひかり （特別栽培米） Ｄｒオリゼフェルテラ箱粒剤 2 プロベナゾール 殺菌

クロラントラニリプロール 殺虫
ボデーガード 2 テフリルトリオン 除草
（粒、ＦＬ剤、ジャンボ剤） フェントラザミド 除草
クリンチャー粒剤 1 シハロホップブチル 除草
バサグラン粒剤 1 ベンダゾンナトリウム塩 除草
フジワン粒剤 1 イソプロチオラン 殺菌
スタークル粉剤 1 ジノテフラン 殺菌

成分数合計 8
玖珠 JA玖珠九重 エコホープＤＪ 0 トリコデルマ　アトロビリデ 殺菌 微生物農薬
ひとめぼれ （特別栽培米） タチガレン粉剤 1 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 殺菌

ピカピカ粒剤 3 フィプロニル 殺虫
イソプロチオラン 殺菌 いずれか１つを選択
ピロキロン 殺菌

ブイゲットプリンス粒剤10 2 フィプロニル 殺虫
チアジニル 殺菌

ダブルスターSB１キロ粒剤 3 ピラゾスルフロンエチル 除草
又はジャンボ フェントラザミド 除草 いずれか１つを選択

ベンゾビシクロン 除草
ボディーガード１キロ粒剤 2 テフリルトリオン 除草
又はジャンボ フェントラザミド 除草
バサグラン 1 ベンタゾン 除草 いずれか１つを選択
クリンチャー 1 シハロホップブチル 除草
トライスタークル 2 ジノテフラン 殺虫
粉剤DL デブフロキン 殺菌
スタークル粒剤 1 ジノテフラン 殺虫 いずれか１パターン
コラトップ粒剤 1 ピロキロン 殺菌 を選択



アミスターエイト 1 アゾキシストロビン 殺菌
トレボンＥＷ 1 エトフェンプロックス 殺虫
Ｚボルドー粉剤 0 塩基性硫酸銅 殺菌

成分数合計 10
ヒヨクモチ ＪＡ福岡八女 テクリードCフロアブル 1 イプコナゾール 殺菌

（水酸化第二銅） 殺菌
スミチオン乳剤 1 MEP 殺虫
ビルダーフェルテラチェス 3 クロラントラニリプロール 殺虫
粒剤 ピメトロジン 殺虫

プロベナゾール 殺菌
サラブレッドＫＡＩ１キロ 3 イマゾスルフロン 除草
粒剤 ピラクロニル 除草

オキサジクロメホン　 除草
アプロードモンカットスター 3 ブプロフェジン 殺虫
クルＦ粉剤ＤＬ ジノテフラン　　 殺虫

フルトラニル 殺菌
ノンブラストレバリダ粉剤 3 エトフェンプロックス 殺虫
ＤＬ （バリダマイシン） 殺菌

フェリムゾン 殺菌
トリシクラゾール 殺菌

成分数合計 14


