
ランネート45DF（メソミル水和剤）
適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

かぶ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｱｵﾑｼ

1000倍 100～300L/1
0a

収穫7日前まで 2回以内 散布 2回以内

ｷｬﾍﾞﾂ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ
ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ｱｵﾑｼ

1000～2000
倍

収穫14日前まで 3回以内 3回以内

だいこん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｶﾞ
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
ｱｵﾑｼ

収穫21日前まで 2回以内 2回以内（但
し、は種時
の土壌混和
は1回以内）

はくさい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ｱｵﾑｼ

収穫14日前まで

ｶﾘﾌﾗﾜｰ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾄｳﾑｼ

1000倍 収穫7日前まで 2回以内

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍
ﾖﾄｳﾑｼ 1000倍
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

こまつな ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000倍 100～300L/1
0a

収穫14日前まで 3回以内 散布 3回以内
ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 2回以内 2回以内
かぼちゃ ﾜﾀｱﾌﾞﾗﾑｼ 収穫前日まで 3回以内 3回以内

ﾋﾟｰﾏﾝ(露地栽培) ﾀﾊﾞｺｶﾞ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

1000～2000
倍

収穫開始14日前
まで

4回以内 4回以内

えだまめ ﾂﾒｸｻｶﾞ
ｶﾒﾑｼ類
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

収穫7日前まで 3回以内 3回以内

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 1000倍 収穫前日まで 1回 2回以内（但
し、散布は1
回以内、灌
注は1回以内
）

ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾅﾒｸｼﾞ類

1～3L/㎡ 収穫3日前まで 灌注
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

いちご ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫 1000～2000
倍

2～3L/㎡ 移植活着後（育
苗期）

4回以内 灌注 4回以内

ｲﾁｺﾞﾒｾﾝﾁｭｳ
ｲﾁｺﾞｾﾝﾁｭｳ

1000倍 100～300L/1
0a

定植後生育初期 散布

育苗期
ｲﾁｺﾞﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 1000～2000

倍
1～2L/㎡ 移植活着後（育

苗期）
灌注

ごぼう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000倍 100～300L/1
0a

収穫7日前まで 2回以内 散布 2回以内
しょうが ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 1000～2000倍 4回以内 4回以内
食用ゆり ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類 500倍 - 植付前 1回 30分間種球浸漬 1回

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫7日前まで 4回以内 散布 4回以内

にら ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾈﾀﾞﾆ類
ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類

1000倍 1L/㎡ 収穫21日前まで 2回以内 灌注 2回以内
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

にんじん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類

1000倍 100～300L/1
0a

収穫前日まで 2回以内 散布 2回以内（但
し、は種前
の土壌混和
は1回以内）

ほうれんそう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫14日前まで 4回以内 4回以内
ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾖﾄｳﾑｼ

1000～2000
倍

らっきょう ﾈﾀﾞﾆ類 1000倍 1L/㎡ 収穫21日前まで 2回以内 灌注 2回以内

ねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ
ｸﾛﾊﾞﾈｷﾉｺﾊﾞｴ類

1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫7日前まで 4回以内 散布 4回以内

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 1000倍

ﾚﾀｽ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾄｳﾑｼ

1000～2000
倍

収穫21日前まで 2回以内 2回以内（但
し、植付時
の土壌混和
は1回以内）
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

ﾚﾀｽ ﾅﾒｸｼﾞ類
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ

1000倍 100～300L/1
0a

収穫21日前まで 2回以内 散布 2回以内（但
し、植付時
の土壌混和
は1回以内）

ｾﾙﾘｰ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

収穫30日前まで 2回以内

ﾊﾟｾﾘ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 1回 1回
ｻﾗﾀﾞ菜 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾖﾄｳﾑｼ
1000～2000
倍

収穫21日前まで 2回以内 2回以内

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 1000倍
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

だいず ﾂﾒｸｻｶﾞ
ｶﾒﾑｼ類
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫14日前まで 4回以内 散布 4回以内

かんしょ ﾅｶｼﾞﾛｼﾀﾊﾞ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

収穫7日前まで 5回以内 5回以内

ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ
ﾅｽﾄﾋﾞﾊﾑｼ
ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ

1000倍

茶 ﾁｬﾄｹﾞｺﾅｼﾞﾗﾐ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

200～400L/1
0a

摘採21日前まで 2回以内 2回以内

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ

1000～2000
倍
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適用害虫と使用方法 2019年8月28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 メソミルを含

む農薬の総使
用回数

ランネート45DF（メソミル水和剤）

茶 ｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
ﾁｬﾊﾏｷ
ﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ
ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ

1000～1500
倍

200～400L/1
0a

摘採21日前まで 2回以内 散布 2回以内

てんさい ﾄﾋﾞﾊﾑｼ
ﾖﾄｳﾑｼ

1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫7日前まで 5回以内 5回以内

たばこ ﾀﾊﾞｺｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

25～180L/10
a

収穫10日前まで 2回以内 2回以内
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