
農薬の種類 商品名 対象作物 適用病害虫

野菜類 ハスモンヨトウ

ネギ クロバネキノコバエ類

花き類・観葉植物 ハスモンヨトウ、キンケクチブトゾウ
ムシ幼虫

果樹類 モモシンクイガ、コスカシバ

カンショ、カンショ（茎葉） アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ

サクラ、食用サクラ（葉） コスカシバ、クビアカツヤカミキリ

ウメ、モモ クビアカツヤカミキリ

イチジク キボシカミキリ幼虫

カンキツ ゴマダラカミキリ幼虫

ナシ、リンゴ、イチョウ、イ
チョウ（種子）

ヒメボクトウ

フサスグリ スグリコスカシバ

タラノキ センノカミキリ幼虫

オリーブ、オリーブ（葉） オリーブアナアキゾウムシ幼虫

ヤシ ヤシオオオサゾウムシ幼虫

シイタケ（菌床栽培） ナガマドキノコバエ類、ムラサキアツ
バ

シイタケ（原木栽培） ハラアカコブカミキリ

芝 シバオサゾウムシ幼虫、タマナヤガ

茶 チャハマキ、チャノコカクモンハマキ

リンゴ リンゴコカクモンハマキ

野菜類（施設栽培） コナジラミ類

キク（施設栽培）、トルコギ
キョウ（施設栽培）

ミカンキイロアザミウマ

マンゴー（施設栽培） チャノキイロアザミウマ

パスツーリア　ペネトランス
水和剤

パストリア水和剤 野菜類、いも類、イチジク ネコブセンチュウ

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 キャベツ、イチゴ、シソ、シソ
（花穂）、レタス、アスパラガ
ス、食用ギク、キク（葉）、ツ
ルムラサキ、ダイズ、エダマメ

ハスモンヨトウ

ペキロマイセス　テヌイペス
乳剤

ゴッツＡ 野菜類（施設栽培） コナジラミ類、アブラムシ類、うどん
こ病

野菜類（施設栽培、ただし、イ
チゴを除く）

コナジラミ類、ワタアブラムシ

イチゴ(施設栽培) ハダニ類、コナジラミ類、ワタアブラ
ムシ

ペキロマイセス　フモソロセ
ウス水和剤

プリファード水和剤

チャハマキ顆粒病ウイルス・
リンゴコカクモンハマキ顆粒
病ウイルス水和剤

ハマキ天敵

バーティシリウム　レカニ水
和剤

マイコタール

スタイナーネマ　カーポカプ
サエ剤

バイオセーフ

２　 微 生 物 農 薬

（１）主なBT剤（バチルス・チューリンゲンシス（BT）菌を利用した殺虫剤）

（２）BT剤以外の主な微生物農薬（殺虫剤、殺菌剤）
　　・使用する場合は、各薬剤毎の使用方法に従うこと。他薬剤との混用や近接散布に制限がある薬剤が多いので注意する。

適用害虫 系　　統 有効成分 主な商品名

生菌
エスマルクDF、チューンアップ顆粒水和剤、デルフィン顆粒水和剤、

バイオマックスDF、ファイブスター顆粒水和剤

死菌 トアロー水和剤CT、トアローフロアブルCT

クルスターキ系

＋アイザワイ系
生菌 バシレックス水和剤

アイザワイ系 生菌
エコマスターBT、サブリナフロアブル、ジャックポット顆粒水和剤、

ゼンターリ顆粒水和剤、フローバックDF

チョウ目

（各薬剤によって対

象作物及び適用害虫

等は違うので、使用

基準に従うこと）

クルスターキ系

-#-

-178-



農薬の種類 商品名 対象作物 適用病害虫

野菜類（施設栽培） コナジラミ類、アザミウマ類、アブラ
ムシ類、

トマト、ミニトマト コナジラミ類

野菜類 うどんこ病、アザミウマ類、アブラム
シ類、ハダニ類、コナジラミ類、コナ
ガ

キャベツ アオムシ

トマト、ミニトマト コナジラミ類

シソ チャノホコリダニ、マデイラコナカイ
ガラムシ、シソサビダニ

レタス オオタバコガ

茶 クワシロカイガラムシ

マンゴー チャノキイロアザミウマ

レイシ
ハンエンカタカイガラムシ、ヒラカカ
タカイガラムシ類

果樹類 カミキリムシ類

桑 キボシカミキリ

カエデ ゴマダラカミキリ

サクラ、食用サクラ（葉） クビアカツヤカミキリ

ウド、タラノキ センノカミキリ

シイタケ ハラアカコブカミキリ

野菜類（キャベツを除く）、
キャベツ

菌核病

ニンニク、ネギ 黒腐菌核病

野菜類（ダイコン、ハクサイ、
ブロッコリー、キャベツ、レタ
ス、非結球レタス、カボチャ、
ズッキーニ、ショウガ、トマ
ト、ミニトマトを除く）

軟腐病

ダイコン、ハクサイ 軟腐病、黒斑細菌病

キャベツ 軟腐病、黒斑細菌病、黒腐病

レタス、非結球レタス 軟腐病、腐敗病、斑点細菌病

ブロッコリー 軟腐病、黒斑細菌病、花蕾腐敗病

ショウガ 腐敗病

カボチャ、ズッキーニ 軟腐細菌病

トマト、ミニトマト 軟腐病、茎えそ細菌病

カンキツ、小粒核果類、キウイ
フルーツ

かいよう病

モモ、ネクタリン せん孔細菌病

マンゴー かいよう病、枝枯細菌病

ズッキーニ黄斑モザイクウイ
ルス弱毒株水溶剤

キュービオZY-02 キュウリ ズッキーニ黄斑モザイクウイルスの感
染によるモザイク症及び萎凋症

タフエイド

イネ（箱育苗）
苗立枯細菌病、もみ枯細菌病、苗立枯
病（フザリウム菌、トリコデルマ菌、
リゾープス菌、ピシウム菌）

野菜類 うどんこ病

イチゴ 炭疽病

トマト、ミニトマト 葉かび病、灰色かび病

ナス すすかび病

イネ 褐条病、ばか苗病、いもち病、苗立枯
細菌病、もみ枯細菌病、苗立枯病（フ
ザリウム菌、トリコデルマ菌、リゾー
プス菌）

イネ（箱育苗） 苗立枯病（リゾープス菌）

ボーベリア　ブロンニアティ
剤

バイオリサ・カミキリ

コニオチリウム　ミニタンス
水和剤

ミニタンWG

シュードモナス　ロデシア水
和剤

マスタピース水和剤

タラロマイセス　フラバス水
和剤

タフパール

タフブロック

ボーベリア　バシアーナ水和
剤

ボタニガード水和剤

ボーベリア　バシアーナ乳剤 ボタニガードES
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農薬の種類 商品名 対象作物 適用病害虫

イネ ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌
病、褐条病、いもち病、苗立枯病（リ
ゾープス菌）

アスパラガス 紫紋羽病

タバコ 白絹病

野菜類、ホップ うどんこ病、灰色かび病

トマト、ミニトマト 葉かび病、すすかび病

ナス すすかび病

ピーマン、シシトウ、甘長トウ
ガラシ、ハバネロ

黒枯病

ニラ、ニラ（花茎） 白斑葉枯病

ショウガ、葉ショウガ 白星病

シソ 斑点病

モモ、ネクタリン、オウトウ 灰星病

ブドウ 灰色かび病

食用ユリ 葉枯病

キク 白さび病

タバコ、バラ うどんこ病

野菜類（トマト、ミニトマト、
ピーマン、ホウレンソウ、食用
ユリ、食用ギク、キク(葉)、セ
ルリー、ナス、ニラ、パセリ、
シソを除く）

うどんこ病、灰色かび病

野菜類（密閉できる場所）、カ
ンキツ、ブルーベリー

灰色かび病

トマト 葉かび病、うどんこ病、灰色かび病

ミニトマト 葉かび病、うどんこ病、灰色かび病、
斑点病

食用ユリ 葉枯病、うどんこ病、灰色かび病

セルリー、パセリ、シソ 斑点病、うどんこ病、灰色かび病

ナス すすかび病、うどんこ病、灰色かび病

ニラ 白斑葉枯病、うどんこ病

ピーマン 黒枯病、うどんこ病、灰色かび病

ホウレンソウ 白斑病、うどんこ病、灰色かび病

ナシ 黒星病

花き類・観葉植物（バラ、キク
を除く）、バラ

うどんこ病

キク うどんこ病、白さび病

食用ギク、キク（葉） 灰色かび病、白さび病、うどんこ病

ショウガ 白星病

バチルス　ズブチリス水和剤

バチルス　アミロリクエファ
シエンス水和剤

インプレッションクリア

アグロケア水和剤

トリコデルマ　アトロビリデ
水和剤

エコホープDJ
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農薬の種類 商品名 対象作物 適用病害虫

野菜類、カンキツ、ブルーベ
リー、ハスカップ、タバコ

灰色かび病

トマト、ミニトマト 葉かび病

ニラ 白斑葉枯病

セルリー、パセリ、シソ 斑点病

ナシ 黒星病、黒斑病

ブドウ うどんこ病、灰色かび病

アンズ、キウイフルーツ かいよう病

オウトウ 灰星病

食用ゆり、ゆり 葉枯病

野菜類 うどんこ病、灰色かび病

ブドウ、カンキツ、マンゴー、
花き類・観葉植物

灰色かび病

ナシ 黒星病

イネ いもち病

野菜類 灰色かび病

イチゴ、ピーマン うどんこ病

ニラ 白斑葉枯病

野菜類 うどんこ病、灰色かび病

トマト、ミニトマト 疫病、葉かび病、すすかび病

キュウリ べと病、褐斑病、斑点細菌病

ニンジン 黒葉枯病

バチルス　ズブチリス水和剤
（つづき）

銅・バチルス　ズブチリス水
和剤

クリーンカップ
ケミヘル

エコショット

ボトキラー水和剤

ボトピカ水和剤
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