
リンゴ(果樹類、落葉果樹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 
赤星病 開花直前～ 

６月中旬 
・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 オンリーワンフロアブル● 
  2000倍 
 ジマンダイセン水和剤 
  500～600倍 
 スコア顆粒水和剤● 
  3000～4000倍 
トレノックスフロアブル 500倍 

 病原菌はビャクシン
類で越冬し、翌春の第
一次伝染源となる。 
●耐性菌を生じやすい
ので連用しない。 

斑点落葉
病 

５月下旬
(落花10日
後)～９月
上旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 アリエッティＣ水和剤 800倍 
 アンビルフロアブル● 1000倍 
 キノンドーフロアブル 
  800～1000倍 
 ストロビードライフロアブル● 
  1500〜3000倍 
 トレノックスフロアブル 500倍 
 フロンサイドＳＣ 
  2000～2500倍 
 ベルクートフロアブル 

1000～1500倍 
 ポリオキシンＡＬ水和剤 1000倍 

 前年の被害落葉が重
要な伝染源となる。 
 デリシャス系の品種
で9～10月に大発生す
ることがあるので注意
する。 
●耐性菌を生じやすい
ので連用しない。 

炭疽病 ６月 
～収穫期 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 アリエッティＣ水和剤 800倍 
 オキシラン水和剤 500～600倍 
 キノンドーフロアブル 
  800～1000倍 
 ストライド顆粒水和剤 1500倍 
 ストロビードライフロアブル● 
  2000～3000倍 
 デランフロアブル 1000～2000倍 

 ６月中旬～７月中旬
が重点防除時期であ
る。 
 高温多湿の年に発生
が多い。 
 被害果の処分を徹底
する。 
●耐性菌を生じやすい
ので連用しない。 

白紋羽病 植付前 
（苗木） 

・次の薬剤のいずれかに根部を浸
漬する。 
 トップジンＭ水和剤#1 500倍液 
 ベンレート水和剤#2 1000倍液 

 
 
#1 10分間 
#2 10～30分間 

 休眠期 ・根を露出した後、病患部を削り
とり、次の薬剤のいずれかを土壌
灌注する。 
 トップジンＭ水和剤 500～1000倍 
 フロンサイドＳＣ 
  1000倍 100～200ℓ/樹 
  500倍  50～100ℓ/樹 

 



リンゴ(果樹類、落葉果樹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 
紫紋羽病 苗木植付前 ・植付前に次の薬剤に根部を浸漬

する。 
 ベフラン液剤25 250倍 

 

 生育期 ・次の薬剤のいずれかを土壌灌注
する。 
 リゾレックス水和剤  

1000倍 40ℓ/樹 
 フロンサイドＳＣ 
  1000倍 100～200ℓ/樹 
  500倍   50～100ℓ/樹 

 

うどんこ
病 

６月上旬～
９月下旬 

1.被害新梢、被害花(葉)そうを摘
みとる。 
2.次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 ポリベリン水和剤 1500倍 
 ポリオキシンＡＬ水和剤 1000倍 
 アンビルフロアブル● 
  1000～2000倍 
 ストロビードライフロアブル● 
  3000倍 
 トリフミン水和剤● 
  2000～3000倍 
 マネージＤＦ● 4000～6000倍 

 芽に潜伏する越冬菌
糸が伝染源となる。 
 台木にも発生が多い
ので注意する。 
 
 
●耐性菌を生じやすい
ので連用しない。 
 

アブラム
シ類 
(リンゴコ
ブアブラ
ムシ・ユ
キヤナギ
アブラム
シ) 

４月中旬～ 
６月中旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
アディオン水和剤 

  2000～3000倍 
アドマイヤー顆粒水和剤 

10000～15000倍 
 スミチオン乳剤 1000～2000倍 
テルスター水和剤 1000倍 
マブリック水和剤20 2000倍 
マラソン乳剤 2000～3000倍 

 
 
 
 
 

リンゴワ
タムシ 

 ・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
アドマイヤー顆粒水和剤 

5000倍 
マラソン乳剤 2000～3000倍 

 

    



リンゴ(果樹類、落葉果樹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 
クワコナ
カイガラ
ムシ 
 

冬期 ・粗皮削りを行う。  
６月上 
～下旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
アルバリン顆粒水溶剤#1 2000倍 
サイアノックス水和剤 1000倍 

 スタークル顆粒水溶剤#1 2000倍 
スミチオン乳剤 1500倍 

 ダイアジノン水和剤34#2 
  1000～1500倍 
モスピラン顆粒水溶剤#3 4000倍 

 
 
#1コナカイガラムシ類
での登録 
 
 
#2若齢幼虫に適用 
 
#3カイガラムシ類での
登録 

カメムシ
類 

6～7月 ・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
スミチオン水和剤40 

  800～1000倍 
ＭＲ.ジョーカー水和剤 2000倍 

 
 
 
 

ナシグン
バイ 

８月上 
～中旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 スミチオン乳剤 1000倍 
ダイアジノン水和剤34 

  1000～1500倍 

 
 
 
 

シンクイ
ムシ類 

 ・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
サイアノックス水和剤 1000倍 
ノーモルト乳剤 2000倍 

 
 
 

モモシン
クイガ 

 1.広範な地域で設置可能であれば
コンフューザーＡＡ＊、またはコ
ンフューザーＲ＊を設置する。 
2.次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
スミチオン水和剤40 

  800～1200倍 
ダイアジノン水和剤34 1000倍 
テルスター水和剤 1000倍 
モスピラン顆粒水溶剤＃ 
 2000～4000倍 

 樹冠が混み合って風
通しが悪くなると発生
しやすい。 
 
＊果樹類での登録 
昆虫フェロモンを用

いた防除資材の項を参
照。 
 
＃シンクイムシ類での
登録 

ナシヒメ
シンクイ 

６月下旬 1.広範な地域で設置可能であれば
コンフューザーＡＡ＊、またはコ
ンフューザーＲ＊を設置する。 
2.次の薬剤を散布する。 
ダイアジノン水和剤34 1000倍 

 
＊果樹類での登録 
 昆虫フェロモンを用
いた防除資材の項を参
照。 

 



リンゴ(果樹類、落葉果樹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 
ギンモン
ハモグリ
ガ 

６月下旬 
８月上中旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
スミチオン水和剤40 

  800～1000倍 
テルスター水和剤 1000倍 
ノーモルト乳剤 4000倍 
モスピラン顆粒水溶剤 
 2000～4000倍 

 
 
 
 
 

ハマキム
シ類(ハマ
キガ類) 
 

整枝剪定後
(冬期) 

・剪定枝は越冬幼虫や卵がついて
いるので、萌芽までに処分する。 

 

４月下旬～ 
９月下旬 

1.広範な地域で設置可能であれば
コンフューザーＡＡ＊、またはコ
ンフューザーＲ＊を設置する。 
2.次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
アディオン水和剤 2000倍 
サイアノックス水和剤 1000倍 
スピノエースフロアブル 

  2000～3000倍 
 スミチオン乳剤 1000倍 
ダイアジノン水和剤34 

  1000～1500倍 
テルスター水和剤 1000倍 
ファイブスター顆粒水和剤 

  2000～3000倍 
マトリックフロアブル 

  1000～2000倍 

 
＊果樹類でリンゴコカ
クモンハマキ、リンゴ
モンハマキ、ミダレカ
クモンハマキに登録 
昆虫フェロモンを用い
た防除資材の項を参
照。 

モモチョ
ッキリゾ
ウムシ 

落花直後 ・次の薬剤を散布する。 
アディオン水和剤   2000倍 

 

カミキリ
ムシ類 

6～7月 
(産卵初期
～産卵最盛
期直前) 

・次の薬剤を樹幹部に十分散布す
る。 
 トラサイドＡ乳剤 200倍 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



リンゴ(果樹類、落葉果樹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 
ハダニ類 
(リンゴに
加害する
ハダニ類
にはナミ
ハダニと
リンゴハ
ダニが含
まれる。
リンゴサ
ビダニの
登録は別
であるこ
とに注意) 

４月中旬～ 
 ５月中旬 

・次の薬剤を散布する。 
ダニトロンフロアブル#1，#2 

  1000～2000倍 

 ４月中旬はハダニの
第１回発生期に当たる
ので注意する。 
 殺ダニ剤は、同種の
ものを続けて使用しな
い(ハダニ類防除薬剤
の項参照)。 
 
#1リンゴサビダニには
2000倍で登録 
 
#2ナミハダニおよびリ
ンゴハダニでの登録 

７月上旬～ 
 ８月下旬 

・次の薬剤のいずれかを散布す
る。 
 カネマイトフロアブル#2 
  1000～1500倍 
 ニッソラン水和剤#2 
  2000～3000倍 
バロックフロアブル#2 

  ナミハダニ 2000倍 
  リンゴハダニ 2000～3000倍 
マイトコーネフロアブル#2 

  ナミハダニ 1000～1500倍 
  リンゴハダニ 1000倍 

その他の病害虫 リンゴスガ、サビダニ類、シャクトリムシ類 
 


