
アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）
適用害虫と使用方法 2023年1月11日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使用

回数
使用方法 シペルメトリ

ンを含む農薬
の総使用回数

麦類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 60～150L/10a 収穫21日前まで 3回以内 散布 3回以内
とうもろこし ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ
1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫7日前まで

ｱﾜﾖﾄｳ 1000倍
ごぼう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ類
2000倍 収穫14日前まで 5回以内 5回以内

にんじん ﾖﾄｳﾑｼ 収穫7日前まで 2回以内 2回以内
たまねぎ ｱｻﾞﾐｳﾏ類

ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ

5回以内 5回以内

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ

48倍 2.4L/10a 無人航空機によ
る散布

葉にんにく ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 2000倍 100～300L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内
らっきょう 収穫3日前まで 5回以内 5回以内
にら ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ﾈｷﾞｺｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ類
ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類

収穫7日前まで 3回以内 3回以内

にら(花茎) 収穫前日まで
ねぎ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ﾈｷﾞｺｶﾞ

収穫7日前まで 5回以内 5回以内

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 1000倍
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適用害虫と使用方法 2023年1月11日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使用

回数
使用方法 シペルメトリ

ンを含む農薬
の総使用回数

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

わけぎ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ﾈｷﾞｺｶﾞ

2000倍 100～300L/1
0a

収穫3日前まで 2回以内 散布 2回以内

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 1000倍
あずき ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾉﾒｲｶﾞ類
2000倍 収穫7日前まで 3回以内 3回以内

いんげんまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ

だいず ｼﾞｬｶﾞｲﾓﾋｹﾞﾅｶﾞｱﾌﾞﾗﾑｼ
ｶﾒﾑｼ類
ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ

らっかせい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫前日まで
えだまめ ｶﾒﾑｼ類

ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ

収穫7日前まで

さやいんげん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ

未成熟ささげ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫前日まで
きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ
5回以内 5回以内

ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾄﾏﾄﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ

1000倍

かぼちゃ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

2000倍
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適用害虫と使用方法 2023年1月11日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使用

回数
使用方法 シペルメトリ

ンを含む農薬
の総使用回数

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

すいか ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ

1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫前日まで 5回以内 散布 5回以内

ﾒﾛﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍
ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾄﾏﾄﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ

1000倍

ﾄﾏﾄ
なす

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ

2000倍

なす ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 1000倍
ﾋﾟｰﾏﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍
ｴﾝｻｲ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 収穫3日前まで 2回以内 2回以内
非結球あぶらな科葉
菜類(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲを除く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫前日まで

ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｵﾑｼ

ﾚﾀｽ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫7日前まで 5回以内 5回以内
非結球ﾚﾀｽ 2回以内 2回以内
しそ科葉菜類(しそ､ﾊ
ﾞｼﾞﾙを除く)

1回 1回

しそ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾋｼﾓﾝﾖｺﾊﾞｲ

ﾊﾞｼﾞﾙ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫3日前まで 2回以内 2回以内
ほうれんそう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾖﾄｳﾑｼ 収穫7日前まで 5回以内 5回以内
ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 1000倍

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ﾖﾄｳﾑｼ 2000倍 100～500L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 3回以内
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適用害虫と使用方法 2023年1月11日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使用

回数
使用方法 シペルメトリ

ンを含む農薬
の総使用回数

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

食用ｴｷｻﾞｶﾑ
食用ｶｰﾈｰｼｮﾝ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1500倍 100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 散布 2回以内

食用ぎく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

収穫3日前まで 1回 1回

食用金魚草
食用せんにちこう
食用ﾄﾚﾆｱ
食用なでしこ
食用ﾊﾟﾝｼﾞｰ
食用ﾌﾟﾘﾑﾗ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫14日前まで 2回以内 2回以内

いちご 2000倍 収穫前日まで 5回以内 5回以内
しそ(花穂) 収穫3日前まで 2回以内 2回以内
かんきつ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｶﾒﾑｼ類
ｹｼｷｽｲ類
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ

1000～2000
倍

200～700L/1
0a

収穫7日前まで 3回以内 3回以内

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ｶﾒﾑｼ類
ｷｸﾋﾞｽｶｼﾊﾞ
ｷｳｲﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ
ｷｲﾛﾏｲｺｶﾞ

ｶｰﾈｰｼｮﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾄｳﾑｼ類

2000倍 100～300L/1
0a

発生初期 6回以内 6回以内

きく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
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適用害虫と使用方法 2023年1月11日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 本剤の使用

回数
使用方法 シペルメトリ

ンを含む農薬
の総使用回数

アグロスリン乳剤（シペルメトリン乳剤）

しきみ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 200～700L/1
0a

発生初期 6回以内 散布 6回以内
さかき ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｻｶｷﾌﾞﾁﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ

飼料用えんばく(は種
用種子)

ｺｸﾇｽﾄﾓﾄﾞｷ 300倍 種子1kg当り
希釈液20ml

貯蔵前 1回 種子吹き付け処
理又は塗沫処理

1回

えごま(種子) ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ 2000倍 100～300L/1
0a

収穫35日前まで 2回以内 散布 2回以内
ぺぽかぼちゃ(種子) ﾖﾄｳﾑｼ 収穫7日前まで 4回以内 4回以内
たばこ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ
25～180L/10
a

発生初期～収穫
10日前まで

2回以内 2回以内

ﾀﾊﾞｺｱｵﾑｼ
ﾖﾄｳﾑｼ 2000～3000倍
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