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2013/03/29 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類 4－2 スィートコーン② 中止

2013/03/28 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類 4－2 スィートコーン② 実施

2013/3/28 

13:00～17:00

チェス顆粒 

モレスタン水和剤

アブラムシ類 

うどんこ病

GAPハウス 

cハウス

カラーピーマン 

トマト
実施

2013/3/28 

09:00～17:00
ベストガード粒剤 殺虫（アザミウマ類） 7-1 ズッキーニ 実施

2013/3/26 

09:00～17:00
ネマトリンエース粒剤

殺虫（ネコブセンチュ

ウ）
7-1 ズッキーニ 実施

2013/3/26 

09:00～17:00
アディオン乳剤

殺虫 

（アブラムシ類）

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
中止

2013/3/26 

09:00～17:00
ベストガード粒剤 殺虫（アザミウマ類） 7-1 ズッキーニ 実施

2013/03/26 

09:00～17:00
石灰窒素ぺルカ スクミリンゴガイ防除

西水田１～６

号
米（早期水稲） 中止

2013/03/25 

09:00～17:00
石灰窒素ぺルカ スクミリンゴガイ防除

西水田１～６

号
米（早期水稲） 実施

2013/3/23 

13:00～17:00
バスタ液剤 殺草 ハウス周り 一年生雑草 実施

2013/3/22 

13:00～17:00

アクタラ顆粒水溶剤 

イオウフロアブル

アブラムシ類 

うどんこ病
Cハウス トマト 実施

2013/3/22 

13:00～17:00

アクタラ顆粒水溶剤 

イオウフロアブル

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/3/22 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス トマト 実施

2013/03/22 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類 4－2 スィートコーン① 実施

2013/3/22 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 4・7・9圃場 電柵下草 4・7圃場のみ実施

2013/3/22 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 4-1 ばれいしょ 実施

2013/3/22 

09:00～17:00
アディオン乳剤

殺虫 

（アブラムシ類）

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
実施

2013/3/22 

09:00～17:00
フォリオゴールド 殺菌（疫病） 4-1 ばれいしょ 中止

2013/3/22 

09:00～17:00
オルトラン水和剤

殺虫 

（アブラムシ類）
4-1 ばれいしょ 中止

2013/03/21 

9:00～18:00
石灰窒素 雑草防除 4－3 スィートコーン③④ 実施

2013/3/21 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 4-1 ばれいしょ 実施

2013/3/21 

09:00～17:00
アディオン乳剤

殺虫 

（アブラムシ類）

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
中止
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2013/3/21 

09:00～17:00
フォリオゴールド 殺菌（疫病） 4-1 ばれいしょ 実施

2013/3/21 

09:00～17:00
オルトラン水和剤

殺虫 

（アブラムシ類）
4-1 ばれいしょ 実施

2013/3/20 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 4-1 ばれいしょ 中止

2013/3/20 

09:00～17:00
アディオン乳剤

殺虫 

（アブラムシ類）

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
中止

2013/3/18 

09:00～17:00
フォリオゴールド 殺菌（疫病） 4-1 ばれいしょ 中止

2013/3/18 

09:00～17:00
アディオン乳剤

殺虫 

（アブラムシ類）
4-1 ばれいしょ 中止

2013/3/14 

13:00～17:00

コルト顆粒水和剤 

アフェットフロアブル

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/3/14 

13:00～17:00

コルト顆粒水和剤 

アフェットフロアブル

アブラムシ類 

うどんこ病
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/3/14 

9:00～17:00
粘着くん液剤 ハダニ類

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
中止

2013/3/13 

10:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/3/12 

9:00～17:00
粘着くん液剤 ハダニ類

eハウス 

gハウス

かんしょ 

ズッキーニ
実施

2013/3/11 

9:00～17:00
ダントツ粒剤 アブラムシ類 eハウス かんしょ 実施

2013/03/11 

09:00～17:00
タチガレン液剤 苗立枯れ病 Ａハウス 米（育苗） 実施

2013/3/8 

13:00～17:00
カスミンボルドー 葉かび病 Cハウス 大玉トマト 実施

2013/3/8 

13:00～17:00
カスミンボルドー うどんこ病 GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/3/8 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/3/8 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 gハウス ハウス周囲 中止

2013/3/8 

9:00～17:00
ダントツ粒剤 アブラムシ類 eハウス かんしょ 中止

2013/03/06 

9:00～18:00
石灰窒素 雑草防除 4－2 スィートコーン①② 実施

2013/3/05 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/3/5 

09:00～18:00
ハーベストオイル

ミカンハダニ 

ヤノネカイガラムシ 

アカマルカイガラムシ

11・12号圃 晩柑類全般 実施

2013/03/04 

13:00～17:00
ダコニール１０００ 苗立枯れ病 Ａハウス 米（育苗） 実施

2013/2/28 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/28 

13:00～17:00
モレスタン水和剤 うどんこ病 GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/2/25 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/23 

09:00～18:00
ハーベストオイル

ミカンハダニ 

ヤノネカイガラムシ 

アカマルカイガラムシ

11・12号圃 晩柑類全般 中止
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2013/2/22 

09:00～18:00
ハーベストオイル

ミカンハダニ 

ヤノネカイガラムシ 

アカマルカイガラムシ

12号圃 晩柑類全般 中止

2013/2/21 

9:00～17:00
粘着くん液剤 ハダニ類 eハウス かんしょ 実施

2013/2/20 

13:00～17:00
サンヨール

灰色かび病 

コナジラミ類
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/20 

13:00～16:00
サンヨール うどん粉病対策 GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/2/20 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/19 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 中止

2013/2/15 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/14 

13:00～17:00
アフェットフロアブル うどんこ病 GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/2/14 

9:00～17:00
粘着くん液剤 ハダニ類 eハウス かんしょ 実施

2013/2/12 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/8 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/6 

13:00～17:00

チェス顆粒水和剤 

ハーモメイト水溶剤

コナジラミ類 

うどんこ病
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/6 

13:00～17:00

チェス顆粒水和剤 

ハーモメイト水溶剤

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/2/6 

9:00～17:00
粘着くん液剤 ハダニ類 eハウス かんしょ 実施

2013/2/5 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/2/3 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草 4号圃場 防獣ネット下草 中止

2013/2/1 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/1/31 

13:00～17:00

モスピラン水和剤 

トリフミン水和剤

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/1/31 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Cハウス 大玉トマト 中止

2013/1/31 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草

4号圃場 

9号圃場 

eハウス

防獣ネット下草 

ハウス下草
実施

2013/1/27 

13:00～17:00
粘着くん液剤

アブラムシ類 

コナジラミ類
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/1/27 

13:00～17:00
粘着くん液剤 コナジラミ類 Cハウス 大玉トマト 実施

2013/1/25 

7:30～12:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤
アブラムシ類 4ー1 ばれいしょ 実施

2013/1/24 

9:00～17:00
バスタ液剤 殺草

4号圃場 

9号圃場
防獣ネット下草 中止

2013/1/24 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤
アブラムシ類 4ー1 ばれいしょ 中止

2013/1/23 

12:00～17:00
バスタ液剤 殺草 9号圃場 防獣ネット下草 中止
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2013/1/23 

13:00～17:00

スタークル顆粒水溶剤 

トリフミン水和剤

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2013/1/23 

13:00～17:00

スタークル顆粒水溶剤 

トリフミン水和剤

アブラムシ類 

葉かび病
Cハウス 大玉トマト 実施

2013/1/8 

9:00～12:00
ネマトリンエース粒剤 ネコブセンチュウ Eハウス かんしょ 実施

2013/1/7 

15:00～17:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類 Cハウス 大玉トマト 実施

2012/12/26 

13:00～17:00

ベストガード水溶剤 

モレスタン水和剤

アブラムシ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/12/26 

13:00～17:00

ベストガード水溶剤 

モレスタン水和剤

コナジラミ類 

トマトサビダニ
Ｆハウス トマト（苗） 実施

2012/12/12 

13:00～18:00
マデックEW 落果防止 12 日向夏・はっさく 実施

2012/12/10 

09:00～18:00
ウララＤＦ アブラムシ類 4-10 ハクサイ 実施

2012/12/9 

13:00～17:00

サンマイトフロアブル 

ダコニール1000

コナジラミ類 

うどんこ病
Ｆハウス 大玉トマト 実施

2012/12/9 

13:00～17:00

サンマイトフロアブル 

ダコニール1000

コナジラミ類 

うどんこ病
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/12/4 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/11/27 

09:00～18:00
プレバソンフロアブル ハスモンヨトウ 4－8 ブロッコリー２ 実施

2012/11/27 

09:00～18:00
プレバソンフロアブル コナガ,ヨトウムシ 4－9 キャベツ２ 実施

2012/11/27 

09:00～18:00
プレバソンフロアブル コナガ,ヨトウムシ 4－10 ハクサイ 実施

2012/11/20 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/11/9 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/11/7 

13:00～17:00

マッチ乳剤 

ダコニール1000

コナジラミ類 

うどんこ病
Fハウス 大玉トマト 実施

2012/11/7 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 中止

2012/11/02 

09:00～18:00

フェニックス顆粒水和

剤

ヨトウムシ,ハスモンヨ

トウ
4－6 ブロッコリー１ 実施

2012/11/02 

09:00～18:00

フェニックス顆粒水和

剤
アオムシ,ヨトウムシ 4－7 キャベツ１ 実施

2012/11/01 

09:00～18:00
カスケード乳剤 ハスモンヨトウ 4－8 ブロッコリー２ 実施

2012/11/01 

09:00～18:00
カスケード乳剤 アオムシ,ヨトウムシ 4－9 キャベツ２ 実施

2012/11/01 

09:00～18:00
オルトラン粒剤 アオムシ,ヨトウムシ 4－10 ハクサイ 実施

2012/10/31 

13:00～17:00

粘着くん液剤 

イオウフロアブル

コナジラミ類 

うどんこ病
Aハウス

ミニトマト 

トマト
実施

2012/10/31 

13:00～17:00

粘着くん液剤 

イオウフロアブル

コナジラミ類 

うどんこ病
Cハウス キュウリ 実施

2012/10/30 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/30 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施
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2012/10/30 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/27 

09:00～12:00
ベストガード粒剤 アブラムシ類 Gハウス パンジー・ビオラ 実施

2012/10/26 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/26 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/26 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/26 

9:00～18:00
バスタ液剤 除草 Eハウス － 中止

2012/10/25 

13:00～17:00

アプロードエースフロ

アブル 

アミスター20フロアブ

ル

コナジラミ類 

うどんこ病
Cハウス キュウリ 実施

2012/10/25 

13:00～17:00

アプロードエースフロ

アブル 

アミスター20フロアブ

ル

コナジラミ類 

葉かび病
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/23 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/23 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/23 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/20 

09:00～18:00
カスケード乳剤 ハスモンヨトウ 4－6 ブロッコリー１ 実施

2012/10/20 

09:00～18:00
カスケード乳剤 コナガ,アオムシ 4－7 キャベツ１ 実施

2012/10/20 

09:00～18:00
オルトラン水和剤 アブラムシ類 8－3 ダイコン 実施

2012/10/20 

09:00～18:00
オルトラン水和剤 コナガ,アオムシ 8－3,4 カブ 実施

2012/10/15 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/15 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/15 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/13 

09:00～18:00
カスケード乳剤 ハスモンヨトウ 4－6 ブロッコリー１ 中止

2012/10/13 

09:00～18:00
オルトラン粒剤 コナガ・ヨトウムシ 4－7 キャベツ１ 実施

2012/10/12 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/11 

13:00～17:00
アファーム乳剤 オオタバコガ Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/11 

08:30～12:00
アファーム乳剤 オオタバコガ Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/11 

08:30～12:00
アファーム乳剤 ハスモンヨトウ Cハウス キュウリ 実施

2012/10/11 

08:30～12:00
アファーム乳剤 オオタバコガ Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/11 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施
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2012/10/11 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/11 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/08 

09:00～17:00
バスタ液剤 除草

8・9・1 

A・Gハウス

電柵下草 

ハウス周囲
中止

2012/10/07 

15:00～17:00
ダコニール1000 うどんこ病 Fハウス キュウリ 実施

2012/10/07 

08:30～12:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類 Fハウス キュウリ 実施

2012/10/07 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/07 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/07 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/05 

09:00～18:00
石灰窒素ぺルカ スクミリンゴガイ防除 西水田 中止

2012/10/05 

09:00～18:00
バスタ液剤 除草 西水田畦畔 中止

2012/10/04 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル

コナガ，ヨトウムシ防

除
Ｅハウス はくさい 実施

2012/10/04 

09:00～18:00
カスケード乳剤

ハイマダラノメイガ防

除
8－3 ダイコン 実施

2012/10/04 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス キャベツ2 実施

2012/10/03 

09:00～18:00
カスケード乳剤

ハイマダラノメイガ防

除
8－3 ダイコン 中止

2012/10/03 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス キャベツ2 中止

2012/10/02 

08:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/10/02 

08:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/10/02 

08:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/10/02 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス キャベツ2 中止

2012/09/30 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル

オオタバコガ，ヨトウ

ムシ防除
Ｅハウス リーフレタス2 実施

2012/09/30 

09:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス ブロッコリー 実施

2012/09/29 

09:00～18:00
バスタ液剤 除草 西水田畦畔 中止

2012/09/28 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/09/28 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/09/28 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/09/25 

09:00～18:00
マッチ乳剤 殺虫

4-1,2,3,4,5 

8-1,2
かんしょ 実施

2012/09/24 

09:00～18:00
バスタ液剤 除草

管理棟 

標本温室

管理棟周囲 

温室周囲
実施
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2012/09/24 

09:00～18:00
トップジンＭ水和剤 殺菌 15 柿 実施

2012/09/21 

08:00～9:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/09/21 

08:00～9:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス 大玉トマト 実施

2012/09/21 

08:00～9:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス 大玉トマト 実施

2012/09/20 

09:00～18:00
マッチ乳剤 殺虫

4-1,2,3,4,5 

8-1,2
かんしょ 中止

2012/09/19 

09:00～18:00
バスタ液剤 除草

4号圃場 

標本温室

電柵下草 

温室周囲
4号圃場のみ実施

2012/09/19 

09:00～18:00
マッチ乳剤 殺虫

4-1,2,3,4,5 

8-1,2
かんしょ 中止

2012/09/18 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8－3 ダイコン2 実施

2012/09/15 

09:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/09/15 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Dハウス トマト 実施

2012/09/15 

09:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス トマト 実施

2012/09/14 

13:00～18:00
バスタ液剤 除草

4号圃場 

標本温室

電柵下草 

温室周囲
中止

2012/09/14 

09:00～16:00

ビームエイトスターク

ルゾル

カメムシ防除 

いもち病予防
東水田 米 実施

2012/09/13 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8－3 ダイコン2 中止

2012/09/13 

9:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス キャベツ1-2 実施

2012/09/12 

10:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果・肥大促進 

空どう果防止
Aハウス トマト 実施

2012/09/12 

9:00～18:00
ジュリボフロアブル

オオタバコガ，ヨトウ

ムシ防除
Ｅハウス リーフレタス1 実施

2012/09/12 

9:00～18:00
バスタ液剤 除草

4号圃場 

標本温室

電柵下草 

温室周囲
中止

2012/09/11 

9:00～12:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類防除 Ａハウス ミニトマト 中止

2012/09/11 

9:00～18:00
スタークル顆粒水和剤 アブラムシ類防除 7－1 カボチャ 実施

2012/09/11 

9:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ防除 Ｅハウス キャベツ1-1 実施

2012/09/10 

9:00～18:00
スタークル顆粒水和剤 アブラムシ類防除 7－1 カボチャ 中止

2012/09/11 

9:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/09/11 

9:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果肥大促進 

空どう果防止
Dハウス トマト 実施

2012/09/07 

9:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 中止

2012/09/07 

9:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果肥大促進 

空どう果防止
Dハウス トマト 実施

2012/09/07 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン4 実施
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2012/09/07 

9:00～18:00
バスタ液剤 除草

4号圃場 

標本温室

電柵下草 

温室周囲
中止

2012/09/06 

9:00～12:00
トマトトーン 着果・肥大促進 Aハウス ミニトマト 実施

2012/09/06 

9:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン

着果肥大促進 

空どう果防止
Dハウス トマト 実施

2012/09/05 

09:00～12:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類防除 Ａハウス ミニトマト 実施

2012/09/05 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8－3 ダイコン1 実施

2012/09/04 

9:00～18:00
スタークル顆粒水和剤 殺虫

11･12号圃 

15号圃

カンキツ類 

柿
実施

2012/09/04 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤 ネコブセンチュウ Aハウス トマト・ミニトマト 実施

2012/09/04 

9:00～17:00
ベストガード粒剤 殺虫 Aハウス ミニトマト 中止

2012/09/03 

9:00～18:00
スタークル顆粒水和剤 殺虫

11･12号圃 

15号圃

カンキツ類 

柿
中止

2012/09/03 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン3 実施

2012/09/01 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8－3 ダイコン1 中止

2012/08/31 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ジャガイモシストセン

チュウ
9-4 ばれいしょ 実施

2012/08/31 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4号圃場 電柵下草 中止

2012/08/31 

9:00～17:00
プレオフロアブル 殺虫 9ー3,4 さといも 実施

2012/08/30 

9:00～18:00
ジュリボフロアブル コナガ，アオムシ Ｅハウス ブロッコリー1 実施

2012/08/30 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン2 実施

2012/08/30 

09:00～12:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類防除 Ｄハウス トマト 実施

2012/08/26 

9:00～17:00
プレオフロアブル 殺虫 9ー3,4 さといも 中止

2012/08/26 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4号圃 電柵下草 中止

2012/08/25 

9:00～18:00

スピノエース顆粒水和

剤
コナガ防除 eハウス ブロッコリー1 実施

2012/08/25 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8-3 ニンジン3 実施

2012/08/25 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン1 実施

2012/08/24 

9:00～17:00
プレオフロアブル 殺虫 9ー3,4 さといも 中止

2012/08/24 

13:00～17:00

マッチ乳剤 

ダコニール1000

コナジラミ類 

うどんこ病防除
Ｆハウス トマト 実施

2012/08/23 

9:00～12:00
ネマトリンエース粒剤 センチュウ防除 Ｄハウス トマト 実施

2012/08/23 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8-3 ニンジン3 中止

2012/08/23 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン1 中止
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2012/08/22 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8-3 ニンジン3 中止

2012/08/22 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン1 中止

2012/08/21 

9:00～17:00
アディオン乳剤 殺虫 9ー3,4 さといも 中止

2012/08/20 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9ー3,4 さといも 中止

2012/08/17 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン1 中止

2012/08/17 

9:00～18:00
ナリアWDG 殺菌

11･12号圃 

15号圃

カンキツ類 

柿
実施

2012/08/16 

9:00～18:00
バスタ液剤 雑草防除 15号圃 柿 実施

2012/08/16 

9:00～18:00

バリュースターフロア

ブル
ハダニ・サビダニ

11･12･13号

圃
カンキツ類 実施

2012/08/16 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9ー3,4 さといも 実施

2012/08/15 

9:00～17:00
アディオン乳剤 殺虫 8ー1,2 かんしょ 実施

2012/08/15 

9:00～17:00
アディオン乳剤 殺虫 4-3,4 かんしょ 実施

2012/08/14 

9:00～17:00
トクチオン乳剤 殺虫 4-1,2,3,4,5 かんしょ 実施

2012/08/13 

9:00～18:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ防除 7-1 スィートコーン1 中止

2012/08/13 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8-2 ニンジン2 実施

2012/08/10 

9:00～17:00
アディオン乳剤 殺虫 9ー3,4 さといも 実施

2012/08/10 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9ー3,4 さといも 中止

2012/08/08 

9:00～18:00
石灰窒素 雑草防除 7-1 スィートコーン3、4 実施

2012/08/03 

9:00～18:00
石灰窒素 雑草防除 7-1 スィートコーン1、2 実施

2012/08/03 

9:00～18:00
ネマトリンエース粒剤

ネコブセンチュウ 

ネグサレセンチュウ
8-2 ニンジン1 実施

2012/08/05 

9:00～17:00
ナリアWDG 殺菌

11･12号圃 

15号圃

カンキツ類 

柿
中止

2012/08/04 

9:00～17:00

バリュースターフロア

ブル
ハダニ・サビダニ

11･12･13号

圃
カンキツ類 中止

2012/07/28 

15:00～17:00

マッチ乳剤 

ダコニール1000

コナジラミ類 

うどんこ病
Ｆハウス トマト 実施

2012/07/27 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー3,4,5 かんしょ 実施

2012/07/27 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 8ー1,2 かんしょ 実施

2012/07/26 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 実施

2012/07/23 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー3,4,5 かんしょ 実施

2012/07/23 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 8ー1,2 かんしょ 実施
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2012/07/23 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 eハウス周囲 かんしょ 実施

2012/07/19 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/19 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 8ー1,2 かんしょ 中止

2012/07/19 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 eハウス周囲 かんしょ 中止

2012/07/19 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 中止

2012/07/17 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/17 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 8ー1,2 かんしょ 中止

2012/07/17 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 eハウス周囲 かんしょ 中止

2012/07/16 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/16 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 8ー1,2 かんしょ 中止

2012/07/15 

9:00～17:00
スプラサイド水和剤 殺虫

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
実施

2012/07/14 

13:00～17:00
バスタ液剤 除草 Ｆハウス 育苗 実施

2012/07/13 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3,4,5 かんしょ 4ー1,2,3のみ実施

2012/07/13 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9号圃場周囲 さといも 実施

2012/07/12 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/12 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9号圃場周囲 さといも 中止

2012/07/10 

9:00～17:00
スプラサイド水和剤 殺虫

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/07/10 

09:00～17:00

サラブレッドＲＸフロ

アブル
水田雑草 東水田 米 実施

2012/07/10 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3,4,5 かんしょ 4ー1,2,3のみ実施

2012/07/10 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 9号圃場周囲 さといも 中止

2012/07/09 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/7 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
実施

2012/07/06 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3,4,5 かんしょ 中止

2012/07/5 

9:00～17:00
スプラサイド水和剤 殺虫

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/07/5 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/07/05 

10:00～17:00

ビームエイトスターク

ルゾル

カメムシ防除 

いもち病予防
西水田 米 実施

2012/07/4 

16:00～17:00
ダコニール1000 メロン玉拭き Gハウス メロン 実施
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2012/07/04 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8号圃場電柵周

囲

かんしょ
8号圃場電柵周囲の

み実施

2012/07/03 

10:00～17:00

ビームエイトスターク

ルゾル

カメムシ防除 

いもち病予防
西水田 米 中止

2012/07/03 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8号圃場電柵周

囲

かんしょ

2012/07/2 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/07/02 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8号圃場電柵周

囲

かんしょ

2012/06/30 

9:00～18:00
バスタ液剤 除草 － 育苗用床土(露地) 実施

2012/06/29 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8号圃場電柵周

囲

かんしょ 4ー5のみ実施

2012/06/29 

14:00～16:00
サンヨール うどん粉病対策 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/06/29 

9:00～17:00
スクミノン

スクミリンゴガイ食害

対策
東水田 米 実施

2012/06/28 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/27 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/06/27 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 中止

2012/06/27 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/26 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/25 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/25 

9:00～17：00
スクミノン スクミリンゴガイ 東水田 米 中止

2012/06/24 

13:00～17:00
イオウフロアブル 殺菌 Gハウス メロン 実施

2012/06/24 

09:00～12:00
ダコニール1000 メロン玉拭き Gハウス メロン 実施

2012/06/23 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/06/23 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5  

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/22 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草

4ー1,2,3,4,5 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/22 

16:00～19:30
スクミノン スクミリンゴガイ 東水田 米 実施

2012/06/22 

9:00～18:00
スミチオン乳剤 カメムシ類 4-8,9 スィートコーン4,5,6 実施

2012/06/18 

13:00～14:00
アファーム乳剤 オオタバコガ対策 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/06/18 

13:00～14:00
ダコニール1000 病害予防 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/06/18 

10:00～17:00
オリブライト粒剤 いもち病予防 西水田 米 中止
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2012/06/17 

11:00～17:00
オリブライト粒剤 いもち病予防 西水田 米 中止

2012/06/16

～6/18 

9:00～18:00

アファーム乳剤 オオタバコガ 4-10 スィートコーン1,2 中止

2012/06/16

～6/18 

9:00～18:00

スミチオン乳剤 カメムシ類 4-8,9 スィートコーン3,4,5,6 中止

2012/06/18 

9:00～17:00
ペンコゼブ水和剤 殺菌

11･12･13 

15

カンキツ類 

柿
中止

2012/06/14 

9:00～17:00
スクミノン スクミリンゴガイ 東水田 米 中止

2012/06/14 

11:00～17:00
オリブライト粒剤 いもち病予防 西水田 米 中止

2012/06/13 

9:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4-8 スィートコーン6 実施

2012/06/13 

9:00～17:00
スクミノン スクミリンゴガイ 東水田 米 中止

2012/06/13 

15:00～17:00
オリブライト粒剤 いもち病予防 西水田 米 中止

2012/06/12 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 中止

2012/06/12 

14:00～17:00
スクミノン スクミリンゴガイ 東水田 米 中止

2012/06/11 

9:00～17:00
粘着くん液剤 アブラムシ類 9ー4 ズッキーニ 中止

2012/06/11 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類

4ー5,4,3 

9ー1,2
かんしょ 実施

2012/06/11 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 実施

2012/06/10 

9:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4-8 スィートコーン6 中止

2012/06/08 

14:00～16:00
サンヨール 病害予防 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/06/08 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 12 晩柑類 中止

2012/06/07 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 11 温州ミカン 中止

2012/06/07 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類

4ー5,4,3 

8ー1,2
かんしょ 実施

2012/06/06 

9:00～17:00

バイオリサカミキリス

リム
カミキリムシ 11 温州ミカン 実施

2012/06/06 

9:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4-8 スィートコーン4,5 実施

2012/06/06 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3 かんしょ 実施

2012/06/06 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類

4ー5,4,3 

8ー1,2
かんしょ 中止

2012/06/06 

10:00～18:00
石灰窒素粒状ぺルカ スクミリンゴガイ 東水田 米 実施

2012/06/05 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1,2,3 かんしょ 中止

2012/06/04 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー5,4,3 かんしょ 中止
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2012/06/01 

9:00～17:00
リゾレックス水和剤 紋枯れ病 4－8,9,10

スィートコーン

1,2,3,4,5,6
実施

2012/06/01 

9:00～17:00
パダンSG水溶剤 アワノメイガ 4－8,9 スィートコーン3,4,5,6 実施

2012/06/01 

9:00～17:00
アディオン乳剤 アワノメイガ 4－10 スィートコーン1,2 実施

2012/05/31 

14:00～16:00
トリフミン水和剤 うどん粉病対策 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/29 

9:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4－9 スィートコーン3 実施

2012/05/28 

15:00～18:00
タチガレエース液剤 苗立枯れ病 Ｃ，Ｄハウス 米（育苗） 実施

2012/05/28 

9:00～17:00
アクタラ粒剤 コガネムシ類 4ー5 かんしょ 中止

2012/05/25 

15:00～16:00
ボトキラー水和剤

病気（うどん粉病）予

防
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/25 

9:00～17:00
アクタラ粒剤 コガネムシ類 4ー5 かんしょ 中止

2012/05/24 

13:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1.2 かんしょ 実施

2012/05/23 

15:00～19:00
ダコニール１０００ 苗立枯れ病 Ｃ，Ｄハウス 米（育苗） 実施

2012/05/22 

13:00～17:00

ストロビードライフロ

アブル
防疫 15号圃 柿 実施

2012/05/22 

13:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4－10 スィートコーン2 実施

2012/05/22 

9:00～17:00
バスタ液剤 除草 4ー1 かんしょ 中止

2012/05/22 

13:00～17:00

ストロビードライフロ

アブル 

まくぴか

防疫 

展着

11･12･13号

圃
カンキツ全般 実施

2012/05/22 

9:00～17:00
アクタラ粒剤 コガネムシ類 4ー5 かんしょ 中止

2012/05/19 

8:00～11:00
アクタラ粒剤 コガネムシ類 4ー5 かんしょ 実施

2012/05/18 

13:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4－10 スィートコーン1 実施

2012/05/18 

15:00～16:00
ボトキラー水和剤

病気（主にうどん粉

病）予防
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/18 

15:00～16:00
アクタラ顆粒水和剤

アザミウマ類及び 

コナジラミ類防除
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/18 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー5 かんしょ 実施

2012/05/18 

9:00～17:00

ストロビードライフロ

アブル
防疫

11･12･13号

圃 

15号圃

カンキツ全般 

柿全般
中止

2012/05/17 

15:00～17:00

スミチオン乳剤 

テクリードＣフロアブ

ル

種籾消毒 大型機械棟裏 米（種籾） 実施

2012/05/15 

9:00～17:00
ダイアジノン粒剤 アワノメイガ 4－10 スィートコーン1 中止

2012/05/11 

15:00～16:00
チェス顆粒水和剤 アブラムシ防除 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/11 

13:00～17:00
バスタ液剤 除草

4号圃場電柵周

辺
雑草 実施
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2012/05/09 

10:00～17:00
ベストガード粒剤 アブラムシ類 9ー4 ミニトマト 実施

2012/05/05 

9:00～16:00
ベストガード粒剤 アブラムシ類 9ー4 ミニトマト 中止

2012/05/05 

9:00～16:00
アクタラ粒剤 コガネムシ類 4ー2.3 かんしょ 実施

2012/05/04 

9:00～17:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー2.3 かんしょ 実施

2012/05/02 

15:00～16:00

ベストガード水溶剤 

ボトキラー水和剤

コナジラミ防除 

うどんこ病予防
GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/05/01 

9:00～16:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー1 かんしょ 実施

2012/04/30 

9:00～16:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー1 かんしょ 雨天中止

2012/04/28 

09:00～12:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4－8 スィートコーン6 実施

2012/04/26 

09:30～17:00
オルトラン水和剤 殺虫

11・12号圃 

15号圃

カンキツ類 

柿
実施

2012/04/25 

14:00～15:00

スパイデックス(ﾁﾘｶﾌﾞ

ﾘﾀﾞﾆ)
ハダニ防除 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/04/25 

10:30～17:00
粘着くん液剤 アブラムシ類

9ー4 

eハウス

ズッキーニ 

かんしょ
雨天中止

2012/04/25 

10:00～17:00

フォリオゴールド 

アディオン乳剤

疫病 

アブラムシ類
4－6 ばれいしょ 雨天中止

2012/04/23 

13:00～17:00

粘着くん液剤 

イオウフロアブル

コナジラミ類 

うどんこ病
Bハウス トマト 実施

2012/04/23 

13:00～17:00
ベストガード粒剤 コナジラミ類 Ｆハウス メロン 実施

2012/04/20 

9:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン
着果・肥大促進 Bハウス トマト 実施

2012/04/18 

11:00～16:00
ネマトリンエース粒剤 ネコブセンチュウ 9ー34 さといも 実施

2012/04/17 

9:30～16:00
ベストガード粒剤 アザミウマ類 9ー4 ズッキーニ 16日実施済み

2012/04/17 

9:30～16:00

ネマトリンエース粒剤 

アクタラ粒剤

ネコブセンチュウ 

コガネムシ類
4ー1 かんしょ 実施

2012/04/16 

9:30～12:00
オルトラン粒剤 アブラムシ類 ｆハウス

公開講座野菜 

（試験栽培）
実施

2012/04/16 

9:30～16:00

ベストガード粒剤 

粘着くん液剤

アザミウマ類 

アブラムシ類

9ー4 

dハウス 

eハウス

ズッキーニ 

かんしょ
実施

2012/04/16 

09:30～16:30

サラブレッドＲＸフロ

アブル
水田雑草

西水田１～６

号
米 実施

2012/04/15 

16:00～17:00
チェス顆粒水和剤 アブラムシ防除 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/04/13 

9:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン
着果・肥大促進 Bハウス トマト 実施

2012/04/12 

9:00～12:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4－9 スィートコーン④ 実施

2012/04/12 

15:00～16:00

アファーム乳剤 

ダコニール1000

殺虫：アザミウマ 

殺菌：うどんこ病
Fハウス メロン 実施

2012/04/12 

10:00～16:00

ランマンフロアブル 

アディオン乳剤

疫病 

アブラムシ類
4－6 ばれいしょ 実施

2012/04/11 

11:00～12:00

トマトトーン 

ジベレリン
着果・肥大促進 Bハウス トマト 中止
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2012/04/11 

9:00～12:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4－9 スィートコーン④ 雨天中止

2012/04/09 

09:30～12:00
ネマトリンエース粒剤 センチュウ類 9－4 ズッキーニ 実施

2012/04/09 

13:00～15:30
ベストガート粒剤 アザミウマ類 9－4 ズッキーニ 実施

2012/04/08 

9:30～16:00
デランフロアブル 殺菌剤 11・13号圃 温州みかん・柿 実施

2012/04/07 

10:00～15:00
スクミノン

殺虫剤（スクミリンゴ

ガイ）

西水田１～６

号
米 実施

2012/04/06 

9:00～12:00
ダイアジノン粒剤 ネキリムシ類防除 4－9 スィートコーン③ 実施

2012/04/06 

16:00～17:00
モレスタン水和剤 チャノホコリダニ防除 GAPハウス カラーピーマン 実施

2012/04/04 

09:00～16:00

Zボルドー 

クラフノン
殺菌 12号圃 晩柑類 実施
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