
スミチオン乳剤（MEP乳剤）
適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

稲 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ
ｶﾒﾑｼ類
ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ
ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ
ｲﾈﾂﾄﾑｼ
ｱﾜﾖﾄｳ

1000倍 60～150L/10
a

収穫21日前まで 2回以内 散布 3回以内（但
し、種もみ
への処理は1
回以内、育
苗箱散布は1
回以内、本
田では2回以
内）

ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ
ｶﾒﾑｼ類
ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ﾆｶﾒｲﾁｭｳ
ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ
ｲﾈﾂﾄﾑｼ

30倍 3L/10a 空中散布

ｶﾒﾑｼ類
ﾆｶﾒｲﾁｭｳ

300倍 25L/10a 散布
8倍 800ml/10a 空中散布

無人航空機によ
る散布

ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ 1000倍 - は種前 1回 6～72時間浸漬
100倍 専用の種子消毒

機を用いて乾燥
種籾重量の3%の
量の希釈液を種
籾に吹付け処理
又は塗沫処理

ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第1世代

1000～2000
倍

60～150L/10
a

収穫21日前まで 2回以内 散布

ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 2500倍
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

稲 ｻﾝｶﾒｲﾁｭｳ第3世代
ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第2世代

800～1000倍 60～150L/10
a

収穫21日前まで 2回以内 散布 3回以内（但
し、種もみ
への処理は1
回以内、育
苗箱散布は1
回以内、本
田では2回以
内）

ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ 2000～4000倍
稲(箱育苗) ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ 1000倍 育苗箱（60×

30×3cm、使
用土壌約5L）
1箱当り500ml

硬化期～移植前
日

1回 育苗箱の上から
均一に散布する

麦類(大麦､小麦を除
く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｱﾜﾖﾄｳ

60～150L/10
a

収穫14日前まで 散布 1回

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 8倍 800ml/10a 無人航空機によ
る散布

ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 空中散布
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ
ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ

30倍 3L/10a

小麦 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｱﾜﾖﾄｳ

1000倍 60～150L/10
a

収穫7日前まで 散布

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 250倍 25L/10a
8倍 800ml/10a 無人航空機によ

る散布

ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 空中散布
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ
ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ

30倍 3L/10a

大麦 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ
ｱﾜﾖﾄｳ

1000倍 60～150L/10
a

散布
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

大麦 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 8倍 800ml/10a 収穫7日前まで 1回 無人航空機によ
る散布

1回

ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ
ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ

30倍 3L/10a 空中散布

ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 8倍 800ml/10a
とうもろこし ｶﾒﾑｼ類

ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ
ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ

1000倍 100～300L/1
0a

4回以内 散布 4回以内

かんしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾖﾂﾓﾝｶﾒﾉｺﾊﾑｼ
ｲﾓｺｶﾞ

5回以内 5回以内

こんにゃく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫14日前まで 3回以内 3回以内
ばれいしょ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ類
収穫3日前まで 6回以内 6回以内

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 250倍 25L/10a
ごぼう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾌｷﾉﾒｲｶﾞ
1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 2回以内

たまねぎ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 収穫21日前まで
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 700～1000倍

らっきょう 1000倍 収穫7日前まで 3回以内（但
し、植付前
は1回以内、
植付後は2回
以内）

ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ

8倍 1.6L/10a 無人航空機によ
る散布

ﾈﾀﾞﾆ類 1000～2000倍 - 植付前 1回 30分間種球浸漬

                             3 / 14

3

                             3 / 15



適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

ねぎ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 散布 2回以内
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 700～1000倍
ﾈｷﾞｺｶﾞ 1000倍

豆類(種実､ただし､だ
いず､あずき､いんげ
んまめ､そらまめを除
く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫21日前まで 4回以内 4回以内
ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
あずき ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

250倍 25L/10a
ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ｱｽﾞｷﾉﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍 100～300L/1
0a

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
いんげんまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

ｶﾒﾑｼ類
ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
そらまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000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4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

だいず ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 100～300L/1
0a

収穫21日前まで 4回以内 散布 4回以内
ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ
ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

20倍 3L/10a 空中散布

ｶﾒﾑｼ類
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ
ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

8倍 800ml/10a 無人航空機によ
る散布

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍 100～300L/1
0a

散布
豆類(未成熟､ただし､
えだまめ､さやいんげ
ん､未成熟そらまめを
除く)

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍
ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
えだまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000

倍
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

えだまめ ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍 100～300L/1
0a

収穫21日前まで 4回以内 散布 4回以内

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
さやいんげん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

ｶﾒﾑｼ類
ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
未成熟そらまめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫3日前まで 3回以内 3回以内

ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ
ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ 1000～1500倍
きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫前日まで 5回以内 5回以内

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 1000倍
しろうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 1000倍
かぼちゃ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫14日前まで 3回以内 3回以内

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 700～1000倍
すいか ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫3日前まで 6回以内 6回以内
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

すいか ｱｻﾞﾐｳﾏ類 700～1000倍 100～300L/1
0a

収穫3日前まで 6回以内 散布 6回以内
ﾒﾛﾝ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫前日まで 5回以内 5回以内

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 1000倍
ﾄﾏﾄ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ
2000倍 2回以内 2回以内

なす ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ類

1000～2000
倍

5回以内 5回以内

ﾓﾛﾍｲﾔ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｶﾒﾑｼ類
ﾏﾒｺｶﾞﾈ
ｱｻﾞﾐｳﾏ類

1000倍 収穫14日前まで 2回以内 2回以内

せり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 親株養成期（但
し、収穫45日前
まで）

ほうれんそう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾎｳﾚﾝｿｳｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ

1000～2000
倍

収穫21日前まで

うど ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ
ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ
ｳﾄﾞﾉﾒｲｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ

1000倍 根株養成期（但
し、収穫150日
前まで）

4回以内 4回以内

わらび ﾅｶﾞｾﾞﾝﾏｲﾊﾊﾞﾁ 収穫90日前まで 2回以内 2回以内
いちご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 収穫前日まで
ｵﾘｰﾌﾞ(葉) ｵﾘｰﾌﾞｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ 50倍 0.3～3L/樹 収穫120日前まで 3回以内 樹幹散布 3回以内
たらのき ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ幼虫

ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ
100倍 150～300L/1

0a
3月～5月（株養
成期）

2回以内 2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

ｾﾈｶﾞ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000倍 100～300L/10a 収穫14日前まで 3回以内 散布 3回以内
かんきつ(みかんを除
く)

1000～2000
倍

200～700L/1
0a

3回以内（但
し、樹幹処
理は1回以内
）ｻﾝﾎｰｾﾞｶｲｶﾞﾗﾑｼ

ｶﾒﾑｼ類
ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ
ｹｼｷｽｲ類
ｶﾈﾀﾀｷ
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ
ﾊﾏｷﾑｼ類
ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類
ﾐｶﾝﾂﾎﾞﾐﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍

みかん ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 5回以内 5回以内（但
し、樹幹処
理は1回以内
）

ｻﾝﾎｰｾﾞｶｲｶﾞﾗﾑｼ
ｶﾒﾑｼ類
ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ
ｹｼｷｽｲ類
ｶﾈﾀﾀｷ
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ
ﾊﾏｷﾑｼ類
ｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ類
ﾐｶﾝﾂﾎﾞﾐﾀﾏﾊﾞｴ

1000倍
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

みかん ｹｼｷｽｲ類
ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ
ｱｻﾞﾐｳﾏ類

10倍 5L/10a 収穫14日前まで 5回以内 無人航空機によ
る散布

5回以内（但
し、樹幹処
理は1回以内
）

なし(有袋栽培) ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 200～700L/1
0a

6回以内 散布 6回以内
ｶﾒﾑｼ類
ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ
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
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

1000倍

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍
なし(無袋栽培) ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫21日前まで

ｶﾒﾑｼ類
ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ
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
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

1000倍

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍
りんご ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫30日前まで 3回以内 3回以内

ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ
ﾊﾏｷﾑｼ類
ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ
ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

1000倍
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

りんご ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍 200～700L/1
0a

収穫30日前まで 3回以内 散布 3回以内
おうとう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000

倍
収穫14日前まで 2回以内 2回以内（但

し、樹幹処
理及び灌注
処理は合計1
回以内）ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ

ﾊﾏｷﾑｼ類
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

1000倍

もも ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ
ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ(心折防止)

1000～2000
倍

収穫3日前まで 6回以内 6回以内（但
し、樹幹処
理は1回以内
）ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ

ｶﾒﾑｼ類
ﾊﾏｷﾑｼ類
ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ
ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ

1000倍

ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ 成虫発生初期（
但し、収穫3日
前まで）

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍 収穫3日前まで
うめ ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍 収穫14日前まで 2回以内 2回以内

ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ 1000倍 成虫発生初期（
但し、収穫14日
前まで）

ﾊﾏｷﾑｼ類
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

収穫14日前まで
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

大粒種ぶどう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ﾌﾞﾄﾞｳｽｶｼﾊﾞ
ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ
ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾘﾊﾞ

1000～2000
倍

200～700L/1
0a

収穫21日前まで 2回以内 散布 4回以内（但
し、収穫終
了後から萌
芽までは2回
以内、萌芽
後は2回以内
）

ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾗｶﾐｷﾘ
ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ成虫
ﾊﾏｷﾑｼ類

1000倍

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍
小粒種ぶどう ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ﾌﾞﾄﾞｳｽｶｼﾊﾞ
ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ
ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾘﾊﾞ

1000～2000
倍

収穫90日前まで

ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾗｶﾐｷﾘ
ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ成虫
ﾊﾏｷﾑｼ類

1000倍

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 1500倍
ｵﾘｰﾌﾞ ｵﾘｰﾌﾞｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ 50倍 0.3～3L/樹 収穫21日前まで 3回以内 樹幹散布 3回以内
いちょう(種子) ｺｳﾓﾘｶﾞ

ﾋﾒﾎﾞｸﾄｳ 100倍 収穫60日前まで
かき ｲﾗｶﾞ類

ｶﾒﾑｼ類
ﾊﾏｷﾑｼ類
ﾐﾉｶﾞ類若齢幼虫
ｵｵﾜﾀｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ
ﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ
ｶｷﾎｿｶﾞ
ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

1000倍 200～700L/1
0a

収穫30日前まで 散布 3回以内（但
し、樹幹処
理は2回以内
）
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

くり ﾓﾓﾉｺﾞﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 8倍 3L/10a 収穫14日前まで 4回以内 空中散布 4回以内（但
し、樹幹処理
は1回以内）

花き類･観葉植物 ﾊﾞｯﾀ類
ｱｻﾞﾐｳﾏ類
ﾊﾏｷﾑｼ類
ｱｵﾑｼ

1000倍 100～300L/1
0a

- 6回以内 散布 6回以内

ｱｽﾀｰ ｳﾘﾊﾑｼ
ｶｰﾈｰｼｮﾝ ｱｻﾞﾐｳﾏ類

ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ

ききょう ﾖﾄｳﾑｼ
きく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

ｶﾒﾑｼ類
ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ
ﾖﾄｳﾑｼ類

1000倍

ｼﾈﾗﾘｱ ｼﾝｸｲﾑｼ類
宿根かすみそう ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類
ｽﾀｰﾁｽ ｺｶﾞﾈﾑｼ類
ｿﾘﾀﾞｺﾞ ｶﾒﾑｼ類
ばら ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000～2000倍

ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ 1000倍
斑入りｱﾏﾄﾞｺﾛ ｺｳﾓﾘｶﾞ
りんどう ﾋﾗｽﾞﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ 発生初期
樹木類 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類

ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ類
ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ

200～700L/1
0a

-
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

樹木類 ｵｵﾊﾘｾﾝﾁｭｳ 500倍 - 移植前 1回 30分間根部浸漬 6回以内
ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ 500～1000倍 200～700L/1

0a
- 6回以内 散布

しきみ ｸｽｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ 1000倍
こでまり ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類
さかき ﾊﾏｷﾑｼ類

ｻｶｷﾌﾞﾁﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ

にしきぎ ｹﾑｼ類
さくら ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ 成虫発生初期
さんごじゅ ﾜﾀﾉﾒｲｶﾞ -
しゃりんばい ｼﾝｸｲﾑｼ類
せんりょう ｶﾒﾑｼ類

ｱｻﾞﾐｳﾏ類

げっきつ ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ
つつじ類 ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ類

ﾊﾏｷﾑｼ類

だいおうしょう ｼﾝｸｲﾑｼ類
芝 ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫 3L/㎡ 発生初期

ｼﾊﾞｵｻｿﾞｳﾑｼ 幼虫発生期
ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞ
ｽｼﾞｷﾘﾖﾄｳ

0.3～2L/㎡ 発生初期

飼料用とうもろこし ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 2000倍 100～300L/1
0a

収穫30日前まで 2回以内 2回以内
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適用害虫と使用方法 2022年4月6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 MEPを含む農

薬の総使用回
数

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

いね科牧草 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｳﾝｶ類
ｿﾞｳﾑｼ類
ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ
ﾖｺﾊﾞｲ類

1000～2000
倍

100～300L/1
0a

収穫14日前まで 2回以内 散布 2回以内

ﾑｷﾞﾀﾞﾆ
ｱﾜﾖﾄｳ 1000倍

まめ科牧草 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類
ｳﾝｶ類
ｿﾞｳﾑｼ類
ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ
ﾖｺﾊﾞｲ類

1000～2000
倍

ﾑｷﾞﾀﾞﾆ 1000倍
茶 ｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ

ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ
700～1000倍 200～400L/1

0a
摘採21日前まで 1回 1回

ﾐﾉｶﾞ類 1000倍
桑 ｸﾜｿﾞｳﾑｼ成虫 500～750倍 100～300L/10a 成虫発生期 6回以内 6回以内
しちとうい ｲﾈｸﾛｶﾒﾑｼ 1000倍 60～150L/10a 発生初期 2回以内 2回以内
たばこ ﾖﾄｳﾑｼ 25～180L/10a 収穫20日前まで 1回 1回
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スミチオン乳剤（MEP乳剤）
2022年4月6日現在

作物名 適用場所 適用病害虫名 希釈倍数又は
使用量

使用液量 本剤の使用回
数

使用方法 MEPを含む農薬
の総使用回数

水田作物､畑作物(休
耕田)

ﾖｼ、ｵｷﾞ､ｽ
ｽｷ、ｾｲﾀｶｱ
ﾜﾀﾞﾁｿｳ等
の多年生
雑草が優
占してい
る休耕田

ｶﾒﾑｼ類 1000倍 60～150L/10a 4回以内 散布 4回以内
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