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アーデント水和剤 普

100g

500g

果樹・野菜

花卉・茶

ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、アザミウマ類な

ど、幅広い殺虫スペクトラムを有し、茶・果樹・野菜・花きの

主要害虫に対して優れた効果を示します。

アクセルFL 普 500ml

野菜・花卉

樹木・たばこ

キャベツ、はくさいのチョウ目害虫に対し、収穫前日まで使

える。

アタブロン乳剤 普

100ml

500ml

野菜・花卉

茶・たばこ

オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ等大型鱗

翅目害虫、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を示

します。

アディオン乳剤 普

100ml

500ml

果樹・野菜

花卉・茶

優れた残効性と特異な忌避作用を示します。ピレスロイド剤

特有の速効的ノックダウン効果を示します。広範囲の害虫

に対して有効です。

アドマイヤーFL 劇

100ml

250ml

果樹・野菜

花卉

かんきつ栽培において重要害虫のアブラムシ類、ミカンハモ

グリガ、チャノキイロアザミウマ、ゴマダラカミキリに対して、

速効的に防除効果を示し、かつ残効性に優れています。

アドマイヤー顆粒水和剤 劇 100g

稲・果樹

野菜・茶

花卉

１００ ｇ規格は１ｇから計ることができる専用計量カップ付の

密閉ボトルで保管にも便利です。

アドマイヤー1%粒剤 普

3kg

950g

稲・野菜

茶・花卉

たばこ

浸透移行性があり、きゅうり、なすなど果菜類の定植時の植

穴処理で難防除害虫のアブラ ムシ類やミナミキイロアザミ

ウマ、タバココナジラミの発生を長期間抑え、これらの害虫

に対する生育期の防除回数を低減できます。

アドマイヤー水和剤 劇

100g

500g

稲・果樹

野菜・茶

たばこ

なすの商品価値を著しく落とすミナミキイロアザミウマに対し

て確実な効果と残効性があ ります。

アニキFL 普

100ml

250ml

果樹・野菜

茶・花卉

新規化合物レピメクチンが有効成分で、チョウ目害虫を中心

に幅広い殺虫スペクトラムを持ち、速効性に優れた野菜・果

樹・茶用の殺虫剤です。

アプロードエースFL 普 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

本剤はコナジラミ、カイガラムシに対して補完的な作用を示

す、アプロード（ブプロフェジン）とダニトロン（フェンピロキシ

メート）の混合剤である。

アプロード水和剤 普

100g

500g

稲・果樹

野菜・茶

花卉

殺成虫力は全くないが、産卵を抑制したり、ふ化しない卵を

生ませることで次世代の増殖を少なくし、密度抑制に寄与す

る。

アルバリン顆粒水和剤 普

100g

500g

稲・果樹

野菜・茶

花卉・樹木

コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ハモグリガ、アブラムシ

類など広範囲の害虫に優れた効果。

アルバリン1%粒剤 普 3kg

稲・野菜

茶・花卉

樹木

斑点米カメムシ類を出穂後の湛水散布で防除できる。

ウララDF 普 250g

果樹・野菜

茶

高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬

剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。有効成分

は新梢にも移行しますので果樹のアブラムシ防除にも適し

ています。

ウララ粒剤 普 3kg れんこん専用

れんこんの生育初期に大きな被害をもたらすクワイクビレア

ブラムシに安定した効果を示します。

エルサン乳剤 劇

100ml

500ml

稲・果樹

野菜・茶

ニカメイチュウ、イネドロオイムシ、カメムシ（稲）、カイガラム

シ・ミカンサビダニ・ゴマダラカミキリ成虫（みかん）、コナガ・

アブラムシ・アザミウマ類（野菜）など、広範囲の害虫に有効

です。



オリオン水和剤40 劇

100g

500g

果樹・野菜

茶・花卉

アブラムシ類、コナカイガラムシ類およびチョウ目害虫など

広範囲の害虫に効果があります。

オンコル粒剤5 普

500g

3kg

稲・野菜

花卉・たばこ

植物全体に速やかに浸透移行するので、生長の盛んな部

分を含め植物全体を害虫から守ります。

ガードホープ液剤 劇 250ml

野菜・茶

花卉

線虫被害を受けやすい「トマト」「すいか」「メロン」などの長期

栽培作型、栽培期間の長い「にんにく」に好適で、栽培後半

期の線虫防除補完剤です。

ガードベイトA 普 2kg

野菜・たばこ

花卉

合成ピレスロイド剤のペルメトリンを有効成分とするベイト剤

で、ネキリムシに対して優れた殺虫効果と被害防止効果を

持つ薬剤です。

カスケード乳剤 普 250ml

果樹・野菜

茶・花卉

ハマキムシ類、ヨコバイ類、スリップス類、ハモグリバエ類な

ど、幅広い害虫に高い効果を示します。

カネマイトFL 普 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

各種ハダニ類に効果が高く、抵抗性のついたハダニ類にも

優れた効果がある。温度による効果差が少ないので、時期

を問わず使用できる。

カルホス乳剤 劇

100ml

500ml

果樹・野菜

茶・花卉

たばこ・樹木

広い殺虫スペクトラムをもち、活性持続効果が優れていま

す。接触毒と食毒の両作用により、幅広い害虫に有効です。

カルモック 普 2kg 野菜・たばこ

ネキリムシやコオロギなどの土壌害虫にすぐれた誘殺効果

をもつ毒餌です。作物の根元にまくだけですから省力的で

す。

キラップ粒剤 普 3kg 稲

近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除

効果を示します。とくに、アカヒ ゲホソミドリカスミカメのよう

なカスミカメムシ類に卓効を示します。

キラップFL 普 500ml

稲・果樹

野菜・茶

茶の新芽、新葉を加害するチャノキイロアザミウマに優れた

効果を示します。従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異な

りますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効 果が期待

できます。

キラップジョーカーFL 普 500ml 稲

２ 種類の殺虫成分の配合により各種カメムシ類に高い殺虫

効果を発揮します。水稲中・後期の害虫であるツマグロヨコ

バイ、ウンカ類、コブノメイガ、イナゴ類などにも 優れた効果

を発揮します。

グランドオンコル粒剤 劇 1kg 稲・野菜 独自の技術で長期間安定した効果を発揮します。

クリアザールFL 普 100ml 野菜

タバココナジラミバイオタイプQを含むコナジラミ類によく効き

ます。マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最

適です。

コロマイト水和剤 普

100g

500g

果樹・野菜

花卉

有効成分であるミルベメクチンは微生物が生産する天然物

なので、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」におい

て、化学合成農薬にはカウントされません。

コロマイト乳剤 普 500ml

果樹・野菜

花卉

速効性に優れ、卵～成虫まで効果があります。 

サブリナFL 普 500ml 野菜・茶

使用時に調整しやすいフロアブル製剤のBT剤です。JAS

（日本農林規格）が定める有機農産物生産にも使用すること

ができます。



サムコルFL10 普 200ml 果樹・茶

葉内への浸透性に優れるため、ハモグリガなどの潜葉性害

虫に効果が高い。2週間以上の長期にわたって効果の持続

が期待出来る。

サンマイト水和剤 劇

100g

500g

果樹

ハダニの卵、幼虫、成虫、各ステージに活性を示します。ミカ

ンサビダニ、ニセナシサビダニ、リンゴサビダニ、チャノホコリ

ダニなど広範囲のダニ類に対しても高い効果を示します。

サンマイトFL 劇

100ml

500ml

野菜・花卉

茶

従来の殺虫剤に抵抗性を示すタバココナジラミバイオタイプ

Ｑにも、優れた効果があります。ハダニに対して速効性にす

ぐれ、短時間でノックダウン効果を示します。

シクロパック粒剤 普

（60g×

10）

稲

イネミズゾウムシの成虫・幼虫に高い防除効果を発揮しま

す。特に成虫には散布の数分後に麻痺させる速効性を示し

ます。パック剤なので、処理散布が省力的です。

スターマイトFL 普 250ml

果樹・野菜

茶・花卉

新規有効成分「シエノピラフェン」が、ハダニ体内にある「電

子伝達系複合体Ⅱ」にしっかり届き、その働きを阻害するの

で抵抗性ハダニに優れた効果を発揮。

スピノエース顆粒水和剤 普 100g 野菜・花卉

独自の作用機作が既存の抵抗性害虫にも効果を示し、優れ

た速効性・耐雨性により、通常の条件下で7～10日以上の安

定した残効性を発揮します。

スピノエースFL 普 250ml 果樹・茶

土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は

接触毒により害虫の神経伝達を撹乱し、殺虫効果を発揮し

ます。

スミチオン乳剤 普

100ml

500ml

稲・果樹

野菜・花卉

殺虫力が強く稲・果樹・果菜・豆類・樹木等の広範囲の害虫

に安定した効果を示す。

ダーズバン粒剤 劇 3kg 野菜・花卉 コガネムシ類などの土壌害虫に対して高い効果を示します。

ダーズバンDF 劇 167g 果樹

シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類等の、同時

防除が出来ます。

ダーズバン乳 劇 500ml 果樹・野菜

食毒や接触毒によりアセチルコリンエステラーゼを阻害し、

殺虫効果を発揮します。速効性にすぐれており、残効性、耐

雨性も認められています。

ダニエモンFL 普 250ml 果樹

ミカンハダニ、ミカンサビダニの全てのステージに効果を示し

ますが、卵・幼虫 に対してとくに高い活性を示します。

ダニトロンFL 普 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

各種のハダニ類に高い効果を示し、特に幼・若虫と成虫に

対して強い殺ダニ効果を示す。卵に処理した場合には孵化

直後に幼虫をよく抑える。

ダニサラバFL 普 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

ナミハダニ、カンザワハダニ等のTetranychus  属、ミカンハ

ダニ、リンゴハダニ等のPanonychus  属の両属に有効で、全

ての発育ステージ(卵、幼虫、若虫、成虫)に対して活性を有

し、特に若幼虫に対して優れた効果を示します。

チューンアップ顆粒水和剤普 250g 果樹・野菜

魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤。コナガなど抵抗

性のついた害虫にも有効。

デナポン粒剤 普

1kg

3kg

野菜・たばこ

食入防止、心枯茎、変色防止に役立ちます。残効性が長い

ので収穫期までの効果が期待できます。



テルスター水和剤 普

100g

500g

果樹・野菜

たばこ・花卉

チョウ目害虫、アブラムシ類、カメムシ類、ヨコバイ類やアザ

ミウマ類など多くの害虫に優れた効果があります。ハダニ類

にも高い活性を示し、リサージェンス（異常増殖）が起こりに

くいピレスロイド剤です。

トルネードFL 普

250ml

500ml

野菜・たばこ

りん翅目（イモムシ類）害虫に、高い効果があリます。紫外

線に安定であり、耐雨性にすぐれるため、長く安定した効果

が持続します。

トレボン乳剤 普

100ml

500ml

稲・果樹

野菜・茶

たばこ・花卉

水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫防除に活用で

きます。

トレボン粉剤DL 普 3kg 稲・野菜 水稲や大豆などの幅広い作物の害虫に効果を示します。 

ネキリエースK 普 2kg 野菜

防除困難なネキリムシ老令幼虫に高い効果を示します。誘

殺剤で、土壌表面や作物の株元にまくだけなので害虫防除

が簡単です。

ネマキック粒剤 普

5kg

10kg

野菜

土壌中で成分が速やかに拡散し、土壌条件にかかわらず安

定した効果が期待できます。作物への安全性が高く、作物

のは種または定植直前の使用でも安心して使用できます。

ネマトリンエース粒剤 普

5kg

10kg

野菜・花卉

浸透移行性を有するため、根内に有効成分が吸収され、線

虫の根部への侵入の阻止、根内の線虫の発育抑制などの

効果を発揮し、さらに、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コ

ナジラミにも効果があります（なす、ばれいしょ）。

ノーモルト乳剤 普

100ml

500ml

果樹・野菜

茶・花卉

幼虫体内でキチンの生合成を阻害し、脱皮を不能とすること

で高い殺虫効果を示します。

バイデートL粒剤 劇 5kg 野菜・たばこ

センチュウの種類を問わず、高い効果を示します。優れた侵

入阻止作用、制センチュウ作用があります。

ハチハチ乳剤 劇

100ml

500ml

野菜・茶

花卉

アブラムシ・アザミウマ・コナジラミに対して、種類に関係なく

優れた防除効果を示します。

ハチハチFL 劇 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

近年発生増加傾向にあるなしのニセナシサビダニ、かんき

つのミカンサビダニ、チャノホコリダニ、もものモモサビダニ

に対して卓効を示します。

バリュースターFL 劇 250ml 果樹・茶

新規成分「シエノピラフェン」に「サンマイト」をプラスした新し

い殺ダニ剤で抵抗性ミカンハダニ、サビダニに効きます。

ファルコンFL 普

125ml

250ml

果樹・野菜

茶

脱皮促進作用（MAC†）を持つ成分で、チョウ目害虫に対し

食毒による脱皮促進作用により異常脱皮を誘発し、発育や

摂食行動を阻害して死に至らせます。

ファルコンエースFL 普 250ml 野菜・花卉

作用機作が違う2つの殺虫成分の混合剤ですので、幅広い

殺虫スペクトラムを有し、あぶらな科の重要害虫に対して同

時防除が出来ます。

フェニックス顆粒水和剤 普

100g

250g

果樹・野菜

茶・花卉

幅広い種類のチョウ目（鱗翅目）幼虫に優れた効果を示す。

速やかに害虫の摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示

す。

プリンス粒剤 普 1kg 稲・野菜

有効成分フィプロニルは作物に対する影響が少なく、は種前

の「床土混和」から「は種時（覆土前）から移植当日」までの

幅広い適用期間に安心して使えます。



プレバソンFL5 普

250ml

500ml

野菜・花卉

たばこ

吸収移行性に優れるので、省力的な灌注処理が可能です。

茎葉処理で約２週間、灌注処理では約４週間もの長期間に

わたり、効果が期待出来ます。

ペンタック水和剤 普 100g 花卉

ハダニの成幼虫に遅効的ながら効果が高く、長期間発生を

抑える。

ポロンク粉剤 普 1kg 果樹・野菜

キャベツ・だいこん・はくさいのアオムシ防除に効果を発揮し

ます。

マイキラー 劇 500ml

果樹・野菜

花卉

従来の粒剤タイプと異なり、水で希釈して噴霧器で散布する

タイプの薬剤です。一度に広い面積を隙間なく処理でき、経

済的です。

マイトコーネFL 普 500ml

果樹・野菜

茶

各種ハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。

蚕・ミツバチなどの有用昆虫や、カブリダニ・ハネカクシなど

の天敵に対して実用濃度でほとんど影響が認められませ

ん。

Mr.ジョーカーEW 普 500ml 稲

従来の有機リン系・カーバメイト系殺虫剤に抵抗性を示す害

虫に対しても有効です。また 害虫の齢期や気温の高低など

の影響を受けにくいため、安定した効果を発揮します。

Mr.ジョーカー水和剤 普 500g 果樹・茶

なし・かき・かんきつ・りんごの大敵、カメムシ類に長期残効

があります。果実の害虫を同 時に防除できます。

Mr.ジョーカー粉剤DL 普 3kg 稲・野菜

効果の持続性に優れるため、少ない散布回数で主要害虫を

防除できます。

モスピラン水溶剤 劇

100g

250g

500g

果樹・野菜

茶・花卉

浸達性にすぐれている。登録作物が幅広い。

モスピラン粒剤 普

1kg

3kg

野菜・花卉

たばこ

ネオニコチノイド系の殺虫剤である。浸透移行性にすぐれ

る。

ラービンFL 劇 500ml

果樹・野菜

茶・花卉

野菜のハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガなどの大型

鱗翅目害虫の老齢幼虫にも高 い効果を発揮するほか、果

樹、茶のハマキムシ類およびシンクイムシ類などにも優れた

効果 を示します。

ラービン水和剤 劇 500g

果樹・野菜

茶・花卉

害虫が摂食することにより、強い食毒効果を発揮します。殺

虫作用はやや遅効的に発現しますが、光、温度に対して比

較的安定なため長い残効性を示 します。

ラービンベイト2 劇 2kg

果樹・野菜

花卉

カブラヤガ、タマナヤガなどのネキリムシ類の若齢幼虫はも

ちろん、老齢幼虫にも高い殺虫効果を示します。

ラグビーMC粒剤 普

5kg

10kg

野菜・花卉

ゆっくりと放出するマイクロカプセル製剤なので、長い残効

性を示します。栽培期間の長い作物や作型のセンチュウ防

除に適した薬剤です。

ランネート45DF 劇

100g

500g

野菜・茶

たばこ

広範囲の害虫に有効な剤です。優れた速効性と強力な殺虫

効果があります。

レターデン水和剤 普 500g 果樹

幼虫のキチン質の形成を妨げ脱皮不能にする。残効性が長

く有用昆虫や天敵に影響が少ない。


