
数
回 散布時期 病害虫の発生状況 薬剤と調合量

（100ℓあたり）
散布量

（10aあたり） 注意事項 作業メモ

晩腐病対策として果梗の切り残し・まきひげの除去、カイガラムシ類
には粗皮はぎを徹底する。サビダニ類対策として、石灰硫黄合剤 20
倍（5ℓ）を用いる（展着剤…別表）

①黒とう病のり病枝は伝染源となるので除去し、
圃場外へ持ち出す。

②ブドウトラカミキリの秋防除を行わなかった場合
は、2月下旬にトラカミキリ防除剤を散布する。

③デランフロアブルは単用散布とし、石灰硫黄合
剤とは散布間隔を5日以上あける。

④晩腐病対策として、トップジンMペースト3倍液
を塗布してもよい。

❶ 発　芽　前
（3月下旬）

越冬病菌・害虫
　黒とう病
　つる割病
　晩腐病
　ブドウハモグリダニ

デランフロアブル
　　　　200倍　500㏄

　　ℓ
300

黒とう病対策として展葉初期にチオノックフロアブル 1,000倍（100
㏄）をかけムラのないようていねいに散布する（展着剤加用）。この
時期以降病斑のみられる新梢や葉および花穂（果房）は除去し、圃
場外へ持ち出す。

石灰硫黄合剤の散布ができない地域で、ブドウハ
モグリダニ対策として、展葉初期にコテツフロアブ
ル2,000倍（50㏄）を混用散布する。

❷ 展葉5～6枚
（5月上旬）

　べと病、黒とう病、
つる割病が発生しは
じめる。チャノキイ
ロアザミウマ、フタ
テンヒメヨコバイが
発生する。

ドーシャスフロアブル　  
2,000 倍  50cc

注 注意事項②参照
加用スカウトフロアブル 

3,000倍　33㏄ 

300

①べと病防除の最も重要な時期であるから、散布
開始が遅れないようにする。

②オウトウ・ウメの隣接園ではドーシャスフロアブルにか
えて、アリエッティ水和剤 800倍（125ℊ）を用いる。
③前年クワコナカイガラムシの被害が多い樹では、
5月上旬にスタークル顆粒水溶剤20 ～ 40ℊ／樹

ら主枝の粗皮を剥いだ部分に塗布する。
④天候不順が予想される場合やべと病の発病初期
には、オロンディスウルトラSC 2,000倍（50㏄）
をかけむらのないようていねいに散布する。

⑤オロンディスウルトラSCは、周辺に立木類があ
る場合は飛散しないように注意する。耐性菌の
発生を防ぐため、連用をさけ、年1回の使用とする。

　　

べと病対策として散布量を守り、散布間隔をあけないようにする。

❸ 展葉 10枚
（5月中旬）

　べと病、黒とう病、
クワコナカイガラムシ、
チャノキイロアザミウマ、
アブラムシ類、フタテン
ヒメヨコバイの発生期。

オーソサイド水和剤80
800倍  125g

加用モスピラン
　　　顆粒水溶剤

　　2,000倍   50g

300
①オーソサイド水和剤80は、キウイフルーツの隣
接園では飛散に注意する。また、スモモに薬害
の発生する恐れがあるので隣接園では飛散に注
意する。使用回数（計3回まで）に注意し、収穫
30日前までに用いる。

②天候不順が予想される場合やべと病の発病初期
には、ジャストフィットフロアブル5,000倍（20㏄）
をかけむらのないようていねいに散布する。

③ジャストフィットフロアブルは、周辺に立木類があ
る場合は飛散しないように注意する。耐性菌の
発生を防ぐため、連用をさけ、年1回の使用とする。

④クワコナカイガラムシの多い場合は、スプラサイ
ド水和剤1,500倍（66ℊ）または、スタークル顆
粒水溶剤2,000倍（50ℊ）を用いる。スプラサイ
ド水和剤は、立木類に薬害の発生するおそれが
あるので飛散に注意する。

⑤ミカンキイロアザミウマの発生園では、除草を徹
底する。アーデントフロアブルは、キウイフルー
ツの隣接園では飛散に注意する。

⑥花かすをできる限りていねいに取り除き、灰色
かび病の多い場合はスイッチ顆粒水和剤2,000倍
（50ℊ）を用いる。
⑦ハダニ類には、カネマイトフロアブル1,500倍
（66㏄）を追加散布する。ただし、カキ・キウイ
フルーツの隣接園では飛散に注意する。

⑧晩腐病・灰色かび病などの追加散布として、セイ
ビアーフロアブル20　2,000倍（50㏄）を用いて
もよい。

ミカンキイロアザミウマ対策として、開花直前にアーデントフロアブ
ル 2,000倍 （50㏄）を用いる。

❹ 開花直前
（5月下旬）

　べと病、灰色かび
病、黒とう病、うどん
こ病、クワコナカイガ
ラムシ、チャノキイロア
ザミウマ、ミカンキイロ
アザミウマの発生期。

オーソサイド水和剤80
800倍  125g

加用フルーツセイバー
1,500倍  66cc

300

種なし栽培：第1回ジベレリン処理（晩腐病対策として、処理後直
ちにロウ引きのカサかけを行う。）

❺ 落花直後
（6月上旬）

　べと病、灰色かび
病、黒とう病、うどんこ
病の発生が多くなる。
　晩腐病の感染期。
　クワコナカイガラム
シ、チャノキイロアザミ
ウマ、ハダニ類、ブド
ウサビダニの発生期。
　ハマキムシ類、トリ
バ類、クビアカスカシ
バの発生がはじまる。

ペンコゼブ水和剤
 1,000倍　100ℊ

またはジマンダイセン
　水和剤

 1,000倍　100ℊ
加用コルト顆粒水和剤

3,000倍　33ℊ

300

うどんこ病対策として、トリフミン水和剤 3,000倍（33ℊ）を用いる。

❻ 小豆大
（6月中旬）

　晩腐病の感染期。
　べと病、黒とう病、
うどんこ病、トリバ
類、クビアカスカシ
バの発生期。

ペンコゼブ水和剤
1,000倍　100ℊ

またはジマンダイセン
　水和剤 1,000倍　100ℊ
（収穫45日前までに散布）
加用テッパン液剤

2,000倍　50㏄

300

①この時期の散布が遅れると果粉の溶脱・果粒の
汚染が心配されるので注意する。

②落花後のチャノキイロアザミウマ防除から散布間
隔をあけないようにし、散布後袋かけを早く行う。

③チャノキイロアザミウマは袋内にも侵入するので、
トメ金はしっかり固定する。

ブドウ（シャインマスカット） 令和４年　果樹病害虫防除暦
（シャインマスカットを親にした品種にも応用できます。）
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種なし栽培：第2回ジベレリン処理
④チャノキイロアザミウマ対策として、コテツ
フロアブル4,000倍（25㏄）を追加散布して
もよい。ただし、果粉の溶脱、果粒の汚
染に注意し、収穫60日前までに散布する。

⑤ハマキムシ類などの追加散布として、スカウ
トフロアブル2,000倍（50㏄）を用いてもよい。

⑥うどんこ病、灰色かび病などの追加散布と
して、オンリーワンフロアブル2,000倍（50㏄）
を用いてもよい。

⑦カメムシ類対策として、吸汁被害を防ぐた
め果実袋を用いる。

⑧この時期以降、病害虫対策として新梢・副
梢の管理を徹底する。

晩腐病・黒とう病対策として、仕上げのカサ・袋かけは早く行う。また、天候

㏄）を用いる。ただし、小豆大以降の散布は果粉の溶脱・果粒の汚染が心
配されるので注意する。チャノキイロアザミウマ対策として、袋かけが遅れる
場合や、前年発生の多かった園では、アドマイヤーフロアブル　5,000倍（20
㏄）を追加散布する。

❼
袋かけ直後
（6月下旬～
7月上旬）

　べと病、黒とう病の
多発期。
　晩腐病の感染期。
　クビアカスカシ
バの多発期。
　ブドウサビダニ、
チャノキイロアザミウ
マの発生期。

ICボルドー 66D　40倍　2.5㎏
または4－4式ボルドー液
　（硫酸銅400ℊ・生石灰400ℊ）
加用コロマイト水和剤

2,000倍　50ℊ

　　ℓ
400

①コロマイト水和剤は、カキ・キウイフルー
ツの隣接園では飛散に注意する。

②カサかけ園では、これ以降は棚上散布とする。
③棚上にも十分散布する。
④この時期からチャノキイロアザミウマの密
度が急に高まるので、散布間隔をあけない
ように注意する。

⑤チャノキイロアザミウマ、ケムシ類、クビアカス
カシバ、コガネムシ類の多い場合は、エクシレ
ルSE 5,000 倍（20㏄／ 3回以内）または、テッ
パン液剤2,000倍（50㏄／ 2回以内）を追加
散布する。ただし、エクシレルSEは、キウ
イフルーツの隣接園では飛散に注意する。

・クビアカスカシバ対策として、エクシレル
SE・テッパン液剤を使用する場合は、主枝・
亜主枝にもていねいに散布する。

・エクシレル SEは、ボルドー液と混用する
場合は使用直前に混用する。

⑥ハダニ類対策として、ダニコングフロアブ
ル2,000倍（50㏄）または、ダニサラバフ
ロアブル1,000倍（100㏄）を単用散布する。
ただし、キウイフルーツの隣接園では飛
散に注意する。

・ボルドーとの近接散布は14日以上間隔を空ける。
・カサかけ園では房間散布とする。
⑦病果は見つけしだい取り除き、圃場外へ
持ち出す。

⑧クワコナカイガラムシ対策として、8月中下旬
にダントツ水溶剤4,000倍（25ℊ）を用いる。

  5,000 倍（20㏄）をカ
サかけ・袋かけ後に散布する。周囲にデラウェアや立木類（カキを除く）がな
い場合は、パダンSG 水溶剤 1,500倍（66g）を用いてもよい。主枝・亜主
枝にもていねいに散布する。

❽ 7月中旬
　　～下旬

　べと病、黒とう病
の発生期。 
　さび病の感染期。 
　チャノキイロアザ
ミウマの多発期。 
　クワコナカイガラ
ムシの発生期。

ICボルドー 66D　40倍　2.5㎏
または4－4式ボルドー液
　　（硫酸銅400g･生石灰400g）
加用モスピラン顆粒水溶剤

2,000倍　50ℊ
（収穫14日前までに散布）

400

❾ 8月上旬
　　～中旬

　べと病、黒とう病、
晩腐病、灰色かび病
の発生期。
　さび病の発生が
続く。
　チャノキイロアザ
ミウマの多発期。

IC ボルドー 66D　40倍　2.5㎏
または4－4式ボルドー液
　　（硫酸銅400g･生石灰400g）
加用ディアナWDG

10,000倍　10ℊ

400

➓
収穫直後
（9月中旬　  

～下旬）

　べと病、黒とう病、
さび病の発生が続
く。
　ブドウトラカミキ
リの産卵期。

ICボルドー 66D　40倍　2.5㎏
または4－4式ボルドー液
　　（硫酸銅400g･生石灰400g）
加用スミチオン水和剤40

1,000倍　100ℊ

400 スミチオン水和剤40は、カキ、リンゴ、キ
ウイフルーツの隣接園では飛散に注意する。

11
10月下旬

～

11月上旬

　ブドウトラカミキ
リの幼虫期。

トラサイドA乳剤  200倍  500cc
または
ラビキラー乳剤　200倍  500cc

）表別（  　　  　剤着展性透浸
300

①隣接園に収穫前の果樹がある場合は、飛
散に注意する。

②住宅隣接園では、トラカミキリ防除剤にか
えてモスピラン顆粒水溶剤 2,000倍（50ℊ）
を10月中旬までに用いてもよい。

③古づるや新梢によくかかるように散布する。

薬　剤 適用作物（農薬） 湿展性 浸透性 固着性 倍　率 100ℓあたりの
使用量

アプローチ BI 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ○ ◎ ○ 1,000 100cc
ぶどう（フラスター、ジベレリン） ○ ◎ ○ 1,000 100cc

サントクテン40 果　樹（殺菌剤） ◎ ◎ ○ 5,000 20cc
サントクテン80 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ◎ ◎ ○ 5,000 20cc
ハイテンパワー 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ○～◎ ○ ─ 5,000 20cc
ラビ デ ン３Ｓ 果樹（殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤） ○～◎ ○ ─ 5,000 20cc
マ イ リ ノ ー 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ○ △ △～○ 10,000 10cc
ブレイクスルー 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ◎ △～○ ─ 10,000 10cc
K.Kステッカー 果　樹（殺虫剤） ─ ─ ○ 3,000 33cc
ア ビ オン－ E 果　樹（殺虫剤、殺菌剤） ─ ─ ◎ 1,000～1,500 100～66cc

展着剤の使用方法（別表）
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