
散布日時 農薬名 使用目的 圃場 対象作物等 実施状況

2012/3/30 トマトトーン
09:00～10:00 ジベレリン
2012/3/29
09:00～12:00
2012/3/27 トマトトーン
13:00～14:00 ジベレリン
2012/3/24 粘着くん 殺虫・コナジラミ類
14:00～16:00 ボトキラー 殺菌・灰色かび病
2012/3/23 トマトトーン
09:00～10:00 ジベレリン
2012/3/23
09:00～10:00
2012/3/21
15:00～16:00
2012/3/21
15:00～16:00
2012/3/22
09:00～12:00
2012/3/19 トマトトーン
13:00～14:00 ジベレリン
2012/3/19
10:00～15:00
2012/3/19
13:00～16:00
2012/3/12
13:00～17:00
2012/3/14
11:00～15:00
2012/3/13
13:00～15:00
2012/3/13
13:00～15:00
2012/3/9
10:00～11:00
2012/3/9
10:00～11:00
2012/3/13 トマトトーン
11:00～12:00 ジベレリン
2012/3/10 粘着くん コナジラミ類
13:00～16:00 ボトキラー 灰色かび
2012/3/9 トマトトーン
13:00～14:00 ジベレリン
2012/3/9 米
13:30～15:30 (育苗)
2012/3/8
09:00～12:00
2012/3/5
13:00～15:00
2012/3/13
09:00～12:00
2012/3/5 中止
13:00～15:00 天候不順
2012/3/2 米
14:00～17:00 (育苗)
2012/3/5 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/3/1 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/2/24 ベストガード コナジラミ類、アブラムシ類、
09:00～10:00 水溶剤 ミナミキイロアザミウマ防除
2012/2/23 ﾃｸﾘｰﾄﾞCﾌﾛｱﾌﾞﾙ 種籾消毒
10:00～14:00 スミチオン乳剤 ※散布ではなく、使用。
2012/2/21 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン

着果 Ｂハウス トマト 実施

GAPハウス カラーピーマン 実施

大型機械棟〈東側〉 米 実施

実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

石灰窒素 雑草防除 4-8・9・10 スイートコーン

ダコニール1000 殺菌 Dハウス

粘着くん液剤 防除（殺虫） Eハウス かんしょ 実施

バスタ液剤 除草
9号圃防獣ネット周

辺
雑草 実施

タチガレエース 殺菌 Dハウス 実施

石灰窒素 雑草防除 4-8・9・10 スイートコーン 実施

Ｂハウス トマト 実施

着果促進 Ｂハウス トマト 実施

ボトキラー水和剤 うどんこ病予防のため GAPハウス カラーピーマン 実施

着果促進 Ｂハウス トマト 実施

粘着くん液剤 防除（殺虫） Fハウス ズッキーニ（苗） 実施

コルト顆粒水和剤
コナジラミ類、アブラムシ類防除

のため
GAPハウス カラーピーマン 実施

ダントツ粒剤 防除（殺虫） Eハウス かんしょ（苗） 実施

粘着くん液剤 防除（殺虫） Eハウス かんしょ（苗） 実施

バスタ液剤 雑草 4号圃 電柵下草 実施

サプロール 病害予防 2号圃 芝・チガヤ 実施

着果・肥大促進 Ｂハウス トマト 実施

アディオン乳剤 防除（殺虫）アブラムシ類 4-6号圃 ばれいしょ 実施

粘着くん液剤 防除（殺虫） Fハウス ズッキーニ（苗） 実施

ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4月10日
スイートコーン

①
実施

サンマイトフロアブル コナジラミ類防除のため GAPハウス カラーピーマン 実施

粘着くん液剤 防除（殺虫） Eハウス かんしょ（苗） 実施

Ｂハウス トマト 実施

着果・肥大促進 Ｂハウス トマト 実施

ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4月10日
スイートコーン

②
実施

着果・肥大促進 Ｂハウス トマト 実施

着果・肥大促進 Ｂハウス トマト 実施



散布日時 農薬名 使用目的 圃場 対象作物等 実施状況

2012/2/21
9:00～17:00
2012/2/20 2号圃
8:30～12:00 東温室
2012/2/17 中止
9:00～17:00 収穫作業
2012/2/16 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/2/10 コナジラミ、アザミウマ、
13:00～14:00 チャノホコリダニ防除
2012/2/10 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/2/6 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/2/2 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/2/3 日向夏・八朔 中止
10:00～16:00 ｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 天候不順
2012/1/27
13:00～14:00
2012/1/29 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/1/26 ネマトリンエース粒剤
10:00～11:00 アクタラ粒剤
2012/1/20
10:00

2012/1/19 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/1/15 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/1/10 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2012/1/5 トマトトーン
9:00～10:00 ジベレリン
2011/12/30
13:00～15:00
2011/12/30
9:00～10:00
2011/12/28
14:00～14:30
2012/1/3
9:00～10:00
2011/12/29
9:00～10:00
2011/12/23
終日

2011/12/22 温室
終日 （東側）

2011/12/22
9:00～10:00
2011/12/21 温室 中止
13:00～15:00 （東側） 天候不順
2011/12/19
9:00～10:00
2011/12/16
9:00～10:00
2011/12/13
13:00

2011/12/13
9:00～10:00
2011/12/11 スタークル顆粒水溶剤 アザミウマおよびコナジラミの防

午後 ボトキラー水和剤 灰色かび病およびうどんこ病の
GAPハウス 実施

カラーピーマン

カラーピーマン

カラーピーマン

マデックEW 柑橘の落下防止のため 12号圃 八朔・日向夏 実施

トマトトーン 着果 Aハウス ミニトマト 実施

実施

トマトトーン 着果 Bハウス トマト 実施

ラウンドアップ 除草のため（除草剤） 雑草

トマトトーン 着果 Bハウス トマト

ラウンドアップ 除草のため（除草剤） 雑草 実施

トマトトーン 着果 Bハウス トマト 実施

トマトトーン 着果 Bハウス トマト 中止

アクタラ粒剤 殺虫のため 13号圃 マンゴー・柑橘 実施

ネマトリンエース粒剤 殺虫のため Eハウス かんしょ 実施

トマトトーン 着果 Bハウス トマト 中止

マッチ乳剤・ダコニール
1000

殺虫・殺菌 Bハウス トマト 実施

トマトトーン 着果 Bハウス トマト 実施

着果 Bハウス トマト 実施

着果 Bハウス トマト 実施

着果 Bハウス トマト 実施

着果 Bハウス トマト 実施

殺センチュウ類・アブラムシ類 4-6号圃 ばれいしょ 実施

ボトキラー水和剤 うどんこ病の予防 GAPハウス 実施

サンマイトフロアブル コナジラミ防除のため GAPハウス 実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

ハーベストオイル 殺虫のため 12号圃

着果 Ｂハウス トマト 12:30～13:00に実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

着果 Ｂハウス トマト 実施

ハチハチ乳剤 GAPハウス カラーピーマン 実施

ラウンドアップ 除草 雑草 実施

ハーベストオイル 殺虫 11～12号圃 柑橘

ハーベストオイル 殺虫 11～12号圃 柑橘 実施


