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作 型  ； 栽培期  ； 収穫期 
  病害虫発生消長  ； 発生期  ； 発生盛期 
   

病害虫名 防除時期 防除方法 参考事項 
灰色かび
病 

生育期 1.敷わら又はマルチを行う。 
2.密植を避け多湿に注意する。 
3.施設やトンネル栽培では換気を
よくする。 
4.発生を認めたら次の薬剤のいず
れかを散布する。 
 ジャストミート顆粒水和剤 
  2000～3000倍 
 セイビアーフロアブル20 
  1000～1500倍 
 ダイマジン(水) 2000倍 
 フルピカフロアブル● 
  2000～3000倍 
 ポリオキシンＡＬ水溶剤● 
  5000倍 
 ロブラール水和剤● 1500倍 
5.施設栽培では、くん煙剤により
予防する。◇ 
6.発病前から次の薬剤のダクト内
投入を行う。 
ボトキラー水和剤＊ 

10～15g/10a/日 

 被害果や被害葉は伝
染源となるので早めに
処分する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
●耐性菌を生じるおそ
れがあるので連用しな
い。 
 
 
◇くん煙剤の項参照 
 
 
＊野菜類での登録 
 

萎黄病 仮植前 1.健全苗を用いる。 
2.次の薬剤のいずれかで根部浸漬を
行う。 
 トップジンＭ水和剤 
  300～500倍 １時間 
 ベンレート水和剤 
  500倍 1～3時間 

  



イチゴ(野菜類の登録農薬も使用できる) 

 

病害虫名 防除時期 防除方法 参考事項 
(萎黄病) 仮植時およ

び仮植栽培
期 

1.発病株は早めに処分する。 
2.次のいずれかの薬剤を仮植後株
元に灌注する。 
 トップジンＭ水和剤 300～500倍 
 ベンレート水和剤 500倍 

 

芽枯病 定植時 ・密植、深植を避け、健全苗を用
いる。 

 本病はリゾクトニア
菌による。 

 生育期 ・発生を認めたら次の薬剤を散布
する。 
 オーソサイド水和剤80 800倍 

 

炭疽病 定植時 ・密植、深植を避け、健全苗を用
いる。 

 病原菌はシクラメ
ン、ベゴニア、シンビ
ジウムにも炭そ病をお
こす。 
 
＃育苗期 
 
 
 
●耐性菌を生じるおそ
れがあるので連用しな
い。 

 生育期 1.雨よけ栽培を行う。 
2.発生を認めたら、次の薬剤のい
ずれかを散布する。 
 キノンドーフロアブル＃ 
  500～800倍 
 デランフロアブル＃ 1000倍 
 ベルクートフロアブル＃ 1000倍 
 アミスター20フロアブル●  

2000倍 
 オーソサイド水和剤80 800倍 
 ゲッター水和剤● 1000倍 

うどんこ
病 

育苗中 
～本畑 

1.次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 アミスター20フロアブル● 
  1500～2000倍 
 イオウフロアブル＃ 2000倍 
 ストロビーフロアブル● 
  3000～5000倍 
 トリフミン水和剤● 
  3000～5000倍 
 パンチョＴＦ顆粒水和剤● 
  2000倍 
 フルピカフロアブル 
  2000～3000倍 
 ポリオキシンＡＬ水溶剤 5000倍 
 モレスタン水和剤△ 
  3000～4000倍 
2.施設栽培ではくん煙剤により予
防する(くん煙剤の項参照)。 

 薬剤は葉の表裏に十
分かかるように散布す
る。 
 親株床や仮植床での
防除を徹底する。蔓延
すると防除は困難にな
るので、初期の防除を
心がける。 
 
●耐性菌を生じるおそ
れがあるので連用しな
い。 
＃親株床初期の場合
は、500～1000倍。 
 
△モレスタンは高温時
に散布すると薬害を生
じやすい。 

アブラムシ
類 

定植時 ・次の薬剤を植穴に施用し土壌混
和する。 
 アドマイヤー1粒剤  0.5g/株 
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病害虫名 防除時期 防除方法 参考事項 
(アブラム
シ類) 

生育期 1.発生を見たら次の薬剤のいずれ
かを散布する。 
 ウララＤＦ 2000～4000倍 
 チェス顆粒水和剤 5000倍 
2.施設ではくん煙剤により予防す
る(くん煙剤の項参照)。 

 

オオタバコ
ガ 

生育期 1.発生を見たら次の薬剤のいずれ
かを散布する。 
 アファーム乳剤 2000倍 
 フェニックス顆粒水和剤 

 2000～4000倍 
 プレオフロアブル 1000倍 

 
 

コナジラミ
類 

生育期 ・発生を見たら次の薬剤のいずれ
かを散布する。 
 チェス顆粒水和剤 5000倍 
 バリアード顆粒水和剤 2000倍 
 モスピラン顆粒水溶剤 2000倍 

 
 
 

アザミウマ
類 

生育期 ・発生を見たら次の薬剤のいずれ
かを散布する。 
 スピノエース顆粒水和剤 
  5000倍 
 ディアナＳＣ 2500～5000倍 
 モスピラン顆粒水溶剤 2000倍 

 
 
 
 
 

ハスモンヨ
トウ 

生育期 ・発生初期に次の薬剤のいずれか
を散布する。 
 アタブロン乳剤 2000倍 
 アファーム乳剤 2000倍 
 エコマスターＢＴ＊ 1000倍 
 カスケ－ド乳剤 4000倍 
 サブリナフロアブル＊ 
  500～750倍 
 フェニックス顆粒水和剤  
  2000～4000倍 
 プレバソンフロアブル５ 2000倍 

 
 
 
 
＊野菜類での登録 

コガネムシ
類(幼虫) 

仮植床 ・仮植床植付時に次の薬剤のいず
れかを土壌混和する。 
 ダイアジノン粒剤5 
  4～6kg/10ａ 
 フォース粒剤 ６kg/10ａ 

 ドウガネブイブイ、
ヒメコガネ、アカビロ
ウドコガネの幼虫が根
部や根冠部を加害す
る。 
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病害虫名 防除時期 防除方法 参考事項 
ハダニ類 生育期 ・発生初期に次の薬剤のいずれか

を散布する。 
 カネマイトフロアブル  
  1000～1500倍 
 スターマイトフロアブル 2000倍 
 ダニサラバフロアブル 1000倍 
 ダニトロンフロアブル☆ 
  1000～2000倍 
 ニッソラン水和剤 2000～3000倍 
 バロックフロアブル☆ 2000倍 
 マイトコーネフロアブル 1000倍 

☆ミツバチに影響の少
ない薬剤 
 
天敵昆虫農薬(施設栽
培):スパイデックス、
スパイカルＥＸ等 
 
 

イチゴメセ
ンチュウ 

定植前 1.健全な親株から苗を取る。 
2.被害苗、被害株は抜き取る。 

成長点付近に寄生
し、ランナーで伝播す
る。 

ネグサレセ
ンチュウ 

定植前 1.定植前に土壌消毒する(土壌消毒
の項参照)。 
2.次の薬剤のいずれかを全面土壌
混和する。 
 ネマキック粒剤 15～20kg/10ａ 
 ネマトリンエース粒剤  
  20～25kg/10ａ 

 

その他の病害虫 ナメクジ 
  


