
スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）
適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

かぶ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 5000倍 100～300L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内
だいこん ｺﾅｶﾞ

ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ
ｱｵﾑｼ

2500～5000
倍

収穫7日前まで

にんじん ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 5000倍 収穫3日前まで
はつかだいこん ｺﾅｶﾞ

ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ
ｱｵﾑｼ

収穫14日前まで 2回以内 2回以内

にんにく ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫前日まで 3回以内 3回以内
らっきょう 2500倍 収穫3日前まで
あさつき 2500～5000倍

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 5000倍
にら
にら(花茎) ｱｻﾞﾐｳﾏ類 10，000倍 収穫前日まで
ねぎ 2500～5000倍 収穫3日前まで

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 5000倍
わけぎ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 2500～5000倍

ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 5000倍
さやいんげん
さやえんどう

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 収穫前日まで

実えんどう 2回以内 2回以内
未成熟ささげ
未成熟ふじまめ

ｱｻﾞﾐｳﾏ類

きゅうり ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ

きゅうり(花) ｱｻﾞﾐｳﾏ類 10，000倍 収穫14日前まで 3回以内 3回以内
食用へちま ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 5000倍 収穫前日まで 2回以内 2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

ｽﾞｯｷｰﾆ
ｽﾞｯｷｰﾆ(花)

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 5，000～10
，000倍

100～300L/1
0a

収穫前日まで 3回以内 散布 3回以内

とうがん
すいか 5000倍 2回以内 2回以内
ﾒﾛﾝ ｱｻﾞﾐｳﾏ類

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ｳﾘﾉﾒｲｶﾞ

しょくようほおずき ｱｻﾞﾐｳﾏ類 10，000倍 3回以内 3回以内
ﾄﾏﾄ
ﾐﾆﾄﾏﾄ

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ

5000倍 2回以内 2回以内

なす ｱｻﾞﾐｳﾏ類 2500～5000倍
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 5000倍

ﾋﾟｰﾏﾝ ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 2500～5000倍

甘長とうがらし
ししとう

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 20，000倍

ｶﾘﾌﾗﾜｰ ｺﾅｶﾞ 5000倍 収穫3日前まで 3回以内 3回以内
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｺﾅｶﾞ

ｱｵﾑｼ
4回以内（但し
、定植前は1回
以内、本圃で
は3回以内）

ｴﾝｻｲ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫前日まで 2回以内 2回以内
きゅうり(葉) 10，000倍 収穫7日前まで 3回以内 3回以内
つるな 2500倍 収穫3日前まで
ﾓﾛﾍｲﾔ 5000倍
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適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

非結球あぶらな科葉
菜類(みずな､非結球
はくさいを除く)

ｺﾅｶﾞ
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ類
ｱｵﾑｼ

2500～5000
倍

100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 散布 2回以内

非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ ﾖﾄｳﾑｼ 5000倍 3回以内 3回以内
みずな ｺﾅｶﾞ

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ類
ｱｵﾑｼ

収穫3日前まで 1回 1回

非結球はくさい 2回以内 2回以内
ｷｬﾍﾞﾂ ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ

ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ
ｱｵﾑｼ

2500～5000
倍

3回以内 4回以内（但
し、定植前
は1回以内、
本圃では3回
以内）

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ

5000倍

はくさい ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ
ｺﾅｶﾞ
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ
ｱｵﾑｼ

2500～5000
倍

ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類
ﾖﾄｳﾑｼ

5000倍

ﾒｷｬﾍﾞﾂ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 収穫7日前まで 3回以内
せり ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫前日まで 2回以内 2回以内
ｾﾙﾘｰ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 2500倍 収穫3日前まで 3回以内 3回以内
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適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

ﾊﾟｾﾘ ﾖﾄｳﾑｼ 2500倍 100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 散布 2回以内
みつば ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 5000倍 収穫7日前まで

（但し、伏せ込
み栽培は伏せ込
み前まで）

ﾚﾀｽ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 500～1000倍 ｾﾙ成型育苗ﾄﾚ
ｲ1箱又はﾍﾟｰﾊ
ﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊（3
0×60cm、使
用土壌約3L）
当り500ml

定植前まで 1回 灌注 4回以内（但
し、定植前
は1回以内、
本圃では3回
以内）

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 2500～5000倍 100～300L/1
0a

収穫3日前まで 3回以内 散布
ﾖﾄｳﾑｼ 5000倍

非結球ﾚﾀｽ ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 500～1000倍 ｾﾙ成型育苗ﾄﾚ
ｲ1箱又はﾍﾟｰﾊ
ﾟｰﾎﾟｯﾄ1冊（3
0×60cm、使
用土壌約3L）
当り500ml

定植前まで 1回 灌注 3回以内（但
し、定植前
は1回以内、
本圃では2回
以内）

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 2500～5000倍 100～300L/1
0a

収穫7日前まで 2回以内 散布
ﾖﾄｳﾑｼ 5000倍

きく(葉) ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫3日前まで 3回以内 3回以内
すいぜんじな 収穫前日まで 2回以内 2回以内
よもぎ 収穫3日前まで 1回 1回
しそ科葉菜類 10，000倍 3回以内 3回以内
ふだんそう ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 4000倍 2回以内 2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

ほうれんそう ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ｱｼｸﾞﾛﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ

5000倍 100～300L/1
0a

収穫前日まで 2回以内 散布 2回以内

ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ｱｻﾞﾐｳﾏ類
食用花(かんぞう(花)
､食用ぎく､食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
を除く)

10，000倍 収穫3日前まで 3回以内 3回以内

食用ぎく ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 2回以内 2回以内
食用ﾐﾆﾊﾞﾗ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫前日まで 3回以内 3回以内
いちご 5000倍 2回以内 2回以内
ｸﾞｱﾊﾞ(葉) ﾊﾞﾝｼﾞﾛｳﾂﾉｴｸﾞﾘﾋﾒﾊﾏｷ 2500～5000倍 収穫14日前まで 3回以内 3回以内
ｸﾚｿﾝ ｺﾅｶﾞ 5000倍 収穫3日前まで 2回以内 2回以内
さんしょう(葉) ｱｹﾞﾊ 10，000倍 3回以内 3回以内
しそ(花穂) ｱｻﾞﾐｳﾏ類
みょうが(花穂) 5000倍 収穫前日まで 2回以内 散布、但し花穂

の発生期にはﾏﾙ
ﾁﾌｨﾙﾑ被覆によ
り散布液が直接
花穂に飛散しな
い状態で使用す
る

2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年11月24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 スピノサドを

含む農薬の総
使用回数

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

みょうが(茎葉) ｱｻﾞﾐｳﾏ類 5000倍 100～300L/1
0a

みょうが（花穂）
の収穫前日まで　
但し、花穂を収穫
しない場合にあっ
ては開花期終了ま
で

2回以内 散布 2回以内

ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 200～700L/1
0a

収穫3日前まで
ﾏﾝｺﾞｰ ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
いちじく ｱｻﾞﾐｳﾏ類 収穫前日まで 1回 1回
花き類･観葉植物(き
くを除く)

100～300L/1
0a

発生初期 2回以内 2回以内

きく ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 2500～5000倍
樹木類 ｹﾑｼ類 5000倍 200～700L/10a
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