
マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）
適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 収穫7日前まで 100～300L/1
0a

2回以内 散布 2回以内
やまのいも ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾔﾏﾉｲﾓｺｶﾞ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ

2000～4000
倍

だいこん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫14日前まで
ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ
ｱｵﾑｼ

2000倍

たまねぎ ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ 2000～4000
倍

収穫7日前まで

にんにく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾈｷﾞｺｶﾞ

2000倍 収穫3日前まで

さやえんどう ﾋﾗｽﾞﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ 4000倍 収穫前日まで 3回以内 3回以内

きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ

2回以内 2回以内

かぼちゃ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫21日前まで

すいか 収穫3日前まで
ﾊﾀﾞﾆ類 2000倍
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

ﾒﾛﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 収穫3日前まで 100～300L/1
0a

2回以内 散布 2回以内
ﾊﾀﾞﾆ類 2000倍

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ
ﾊﾀﾞﾆ類

4000倍 収穫前日まで

ｷｬﾍﾞﾂ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍 収穫14日前まで 3回以内 3回以内
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

はくさい ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍 収穫21日前まで 2回以内 2回以内
ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ
ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ
ｱｵﾑｼ

1000～2000
倍

ﾚﾀｽ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 収穫7日前まで

非結球ﾚﾀｽ 収穫21日前まで
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

いちご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 8000倍 収穫前日まで 100～300L/1
0a

2回以内 散布 2回以内

かんきつ(みかんを除
く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｶﾒﾑｼ類
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ

2000～4000
倍

収穫45日前まで 200～700L/1
0a

ｹｼｷｽｲ類
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ｹﾑｼ類

2000倍

みかん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｶﾒﾑｼ類
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ
ﾐｶﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ

2000～4000
倍

収穫21日前まで

ｹｼｷｽｲ類
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ｹﾑｼ類

2000倍

なし ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000
倍

収穫30日前まで
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

なし ｶﾒﾑｼ類
ﾆｾﾅｼｻﾋﾞﾀﾞﾆ
ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ
ﾊﾀﾞﾆ類
ﾊﾏｷﾑｼ類
ﾅｼﾁﾋﾞｶﾞ
ﾅｼﾎｿｶﾞ
ｼﾝｸｲﾑｼ類

2000倍 収穫30日前まで 200～700L/1
0a

2回以内 散布 2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

りんご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ
ﾘﾝｺﾞﾊﾀﾞﾆ
ﾊﾏｷﾑｼ類
ｷﾞﾝﾓﾝﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ
ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ
ｼﾝｸｲﾑｼ類
ﾋﾒｼﾛﾓﾝﾄﾞｸｶﾞ
ﾓﾓﾁｮｯｷﾘｿﾞｳﾑｼ

2000倍 収穫30日前まで 200～700L/1
0a

2回以内 散布 2回以内

びわ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 4000倍 収穫14日前まで

おうとう ｵｳﾄｳﾊﾏﾀﾞﾗﾐﾊﾞｴ 収穫45日前まで

もも ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍 収穫21日前まで
ﾊﾀﾞﾆ類
ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ
ｼﾝｸｲﾑｼ類

2000倍
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

うめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾓﾓﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ
ｹﾑｼ類

4000倍 収穫21日前まで 200～700L/1
0a

2回以内 散布 2回以内

かき ｲﾗｶﾞ類
ｶﾒﾑｼ類
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ

2000～4000
倍

収穫30日前まで

ﾐﾉｶﾞ類 4000倍
ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ 2000倍

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ ｷｲﾛﾏｲｺｶﾞ 収穫7日前まで

くり ｸﾘｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ
ｸﾘｲｶﾞｱﾌﾞﾗﾑｼ
ｸﾘﾀﾏﾊﾞﾁ

ｸﾘｼｷﾞｿﾞｳﾑｼ 40倍 4L/10a 無人航空機によ
る散布

ｶｰﾈｰｼｮﾝ ﾊﾀﾞﾆ類
ﾖﾄｳﾑｼ

2000倍 発生初期 100～300L/1
0a

散布

きく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍
宿根かすみそう ﾊﾀﾞﾆ類 2000倍
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適用害虫と使用方法 2022年8月3日現在
作物名 適用害虫名 希釈倍数 使用時期 使用液量 本剤の使用

回数
使用方法 フルバリネー

トを含む農薬
の総使用回数

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

ｽﾄｯｸ ｺﾅｶﾞ 2000倍 発生初期 100～300L/1
0a

2回以内 散布 2回以内
ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 4000倍

ばら ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000～4000倍
ﾊﾀﾞﾆ類 2000倍

さくら ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ 200～700L/1
0a

つばき類 ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ
茶 ｺﾐｶﾝｱﾌﾞﾗﾑｼ 4000倍 摘採21日前まで 200～400L/1

0a

ﾖﾓｷﾞｴﾀﾞｼｬｸ
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

2000～4000
倍

ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ
ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ

1000～2000
倍

ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ
ﾂﾏｸﾞﾛｱｵｶｽﾐｶﾒ

2000倍
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