
コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）
適用害虫と使用方法 2023年3月23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 ピリフルキナゾ

ンを含む農薬の
総使用回数

未成熟とうもろこし ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 100～300L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内
かんしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

こんにゃく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ばれいしょ 4000～8000倍

400倍 25L/10a
50倍 3.2L/10a 無人航空機によ

る散布

やまのいも 4000倍 100～300L/1
0a

散布
てんさい 4000～6000倍 収穫7日前まで

64倍 3.2L/10a 無人航空機によ
る散布32倍 1.6L/10a

40倍 2L/10a
たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ

ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
2000倍 100～300L/1

0a
収穫前日まで 散布

にら ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 2回以内 2回以内
ねぎ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ

収穫3日前まで 3回以内 3回以内
32倍 3.2L/10a 無人航空機によ

る散布20倍 2L/10a
16倍 1.6L/10a

豆類(種実､ただし､ら
っかせいを除く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000～6000
倍

100～300L/1
0a

収穫7日前まで 散布
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適用害虫と使用方法 2023年3月23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 ピリフルキナゾ

ンを含む農薬の
総使用回数

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

豆類(未成熟､ただし､
さやいんげんを除く)
さやいんげん

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000～6000
倍

100～300L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内

さやいんげん ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 4000倍
きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

しろうり ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
にがうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
かぼちゃ
すいか
ﾒﾛﾝ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

しょくようほおずき ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 収穫3日前まで
ﾄﾏﾄ
ﾐﾆﾄﾏﾄ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

収穫前日まで

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ｶｽﾐｶﾒﾑｼ類

ﾋﾟｰﾏﾝ
とうがらし類(甘長と
うがらしを除く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

2回以内 2回以内

甘長とうがらし 3回以内 3回以内
ｶﾘﾌﾗﾜｰ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 25倍 1.6L/10a 無人航空機によ

る散布32倍 2L/10a
50倍 3.2L/10a

ｷｬﾍﾞﾂ 3000～4000倍 100～300L/10a 散布
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適用害虫と使用方法 2023年3月23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 ピリフルキナゾ

ンを含む農薬の
総使用回数

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

ｷｬﾍﾞﾂ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 32倍 3.2L/10a 収穫前日まで 3回以内 無人航空機によ
る散布

3回以内
20倍 2L/10a
16倍 1.6L/10a

ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 3000倍 100～300L/1
0a

散布
はくさい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 収穫3日前まで

48倍 3.2L/10a 無人航空機によ
る散布30倍 2L/10a

24倍 1.6L/10a
ﾚﾀｽ 3000～4000倍 100～300L/10a 収穫前日まで 散布

30倍 2L/10a 無人航空機によ
る散布24倍 1.6L/10a

48倍 3.2L/10a
非結球ﾚﾀｽ 3000～4000倍 100～300L/10a 収穫7日前まで 散布

24倍 1.6L/10a 無人航空機によ
る散布30倍 2L/10a

48倍 3.2L/10a
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ
ｶｽﾐｶﾒﾑｼ類

4000倍 100～700L/1
0a

収穫前日まで 散布

いちご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

3000～4000倍 100～300L/1
0aｵｸﾗ 4000倍

かんきつ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 200～700L/10a

16倍 4L/10a 無人航空機によ
る散布20倍 5L/10a

40倍 10L/10a
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適用害虫と使用方法 2023年3月23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 ピリフルキナゾ

ンを含む農薬の
総使用回数

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

かんきつ ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類(ｱｶﾏﾙｶｲｶﾞ
ﾗﾑｼを除く)

2000～3000
倍

200～700L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内

ｱｶﾏﾙｶｲｶﾞﾗﾑｼ 2000倍
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾐｶﾝﾊﾞｴ成虫

3000倍

なし ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾁｭｳｺﾞｸﾅｼｷｼﾞﾗﾐ

4000倍

ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 3000～4000倍
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 3000倍

りんご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 3000～6000倍
ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 3000～4000倍
ﾘﾝｺﾞﾜﾀﾑｼ 3000倍

おうとう ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 2000倍
ｵｳﾄｳｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ 10，000倍

もも ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍
ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 2000～3000倍

ﾈｸﾀﾘﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍
ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 2000～3000倍

小粒核果類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍
ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 2000倍

ぶどう ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ

3000倍
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適用害虫と使用方法 2023年3月23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 ピリフルキナゾ

ンを含む農薬の
総使用回数

コルト顆粒水和剤（ピリフルキナゾン水和剤）

ﾏﾝｺﾞｰ ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 2000倍 200～700L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内
かき ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
2000～3000
倍

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ 3000倍
花き類･観葉植物(ﾁｭｰ
ﾘｯﾌﾟを除く)
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類

4000倍 100～300L/1
0a

発生初期 4回以内 4回以内

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 40～120倍 3L/10a 無人航空機によ
る散布

茶 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾁｬﾄｹﾞｺﾅｼﾞﾗﾐ
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ

2000～3000
倍

200～400L/1
0a

摘採7日前まで 2回以内 散布 2回以内

ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1000L/10a
ﾏﾀﾞﾗｶｻﾊﾗﾊﾑｼ
ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ

2000倍 200～400L/1
0a

たばこ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 25～180L/10a 収穫10日前まで
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