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    今年も除草剤を使用する時期になりました。除草剤の中身は右の図に示したよ 

ように、広葉剤広葉剤広葉剤広葉剤（多くの一年生雑草や多年生雑草に卓効を示すＳＵ剤（スルフォ 

ニルレア；本誌通巻４９号の解説参照）、ＳＵ剤抵抗性雑草に効果を示すＳＵ－Ｒ 

剤、トリケトン剤、新規ＡＬＳ剤など）、ヒエに卓効を示すヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤及びイネ科以 

外の雑草に効果が限定されるイネ科以外専用剤イネ科以外専用剤イネ科以外専用剤イネ科以外専用剤（ペンタゾンナトリユム塩；商品 

名バサグラン）などから成り立っており、除草剤はこれらの成分を一つもしくは 

複数組みあわせたものです。したがって、含まれる成分の違いによって除草剤の 

性質も違いますので、圃場における優先雑草を見極め、圃場の条件に合った除草 

剤を選ぶようにしてください。 

除草剤を使用する時期は、田植を基準にノビエの発生と生育の進み具合をみながら時期を失しないように散布す

ることが大切です。一般的な散布方法は①初期処理剤→中期処理剤の体系処理①初期処理剤→中期処理剤の体系処理①初期処理剤→中期処理剤の体系処理①初期処理剤→中期処理剤の体系処理 ②一発処理②一発処理②一発処理②一発処理 ③体系処理若しくは③体系処理若しくは③体系処理若しくは③体系処理若しくは

一発処理→一発処理→一発処理→一発処理→後期茎葉処理後期茎葉処理後期茎葉処理後期茎葉処理などがありますが、下図におおよその処理時期の目安を示しましたので、適期に散布し効

果を最大限に発揮させることが肝要です。 

 次ページに弊社が取扱いしている主要な除草剤を使用時期別に掲載しました。営業所間で取扱いする剤に若干の

違いがありますので、詳しくは最寄りの営業担当に問い合わせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山山山山山山山山山山山山正正正正正正正正正正正正ニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーースススススススススススス            
２０１５年５月号（通巻７２２０１５年５月号（通巻７２２０１５年５月号（通巻７２２０１５年５月号（通巻７２号）号）号）号）    

株式株式株式株式会社山正は、農薬・肥料・園芸ハウス・農業資材等の販売や、会社山正は、農薬・肥料・園芸ハウス・農業資材等の販売や、会社山正は、農薬・肥料・園芸ハウス・農業資材等の販売や、会社山正は、農薬・肥料・園芸ハウス・農業資材等の販売や、
それそれそれそれに伴う農地・緑地・街路樹等のメンテナンス業務を通じ、に伴う農地・緑地・街路樹等のメンテナンス業務を通じ、に伴う農地・緑地・街路樹等のメンテナンス業務を通じ、に伴う農地・緑地・街路樹等のメンテナンス業務を通じ、

地域農業や地域の環境緑地化への貢献を目指しています。地域農業や地域の環境緑地化への貢献を目指しています。地域農業や地域の環境緑地化への貢献を目指しています。地域農業や地域の環境緑地化への貢献を目指しています。

　　　　　＜　山 正 ネットワーク　＞　　　　　＜　山 正 ネットワーク　＞　　　　　＜　山 正 ネットワーク　＞　　　　　＜　山 正 ネットワーク　＞

・本　　　　社・本　　　　社・本　　　　社・本　　　　社 ☎ ＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８ 岐阜県岐阜市市橋４－５－１５岐阜県岐阜市市橋４－５－１５岐阜県岐阜市市橋４－５－１５岐阜県岐阜市市橋４－５－１５
・広域資材肥料部・広域資材肥料部・広域資材肥料部・広域資材肥料部 ☎ ＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８＜０５８＞２７１ー４４６８ 　（本社内）　（本社内）　（本社内）　（本社内）
・岐阜営業所・岐阜営業所・岐阜営業所・岐阜営業所 ☎ ＜０５８＞２７１ー４４６６＜０５８＞２７１ー４４６６＜０５８＞２７１ー４４６６＜０５８＞２７１ー４４６６ 　（本社内）　（本社内）　（本社内）　（本社内）
・可児営業所・可児営業所・可児営業所・可児営業所 ☎ ＜０５７４＞６２ー５２２８＜０５７４＞６２ー５２２８＜０５７４＞６２ー５２２８＜０５７４＞６２ー５２２８ 岐阜県可児市川合３４５－１岐阜県可児市川合３４５－１岐阜県可児市川合３４５－１岐阜県可児市川合３４５－１
・富山営業所・富山営業所・富山営業所・富山営業所 ☎ ＜０７６６＞５５ー３８８２＜０７６６＞５５ー３８８２＜０７６６＞５５ー３８８２＜０７６６＞５５ー３８８２ 富山県射水市大江２０７－１富山県射水市大江２０７－１富山県射水市大江２０７－１富山県射水市大江２０７－１
・飛騨営業所・飛騨営業所・飛騨営業所・飛騨営業所 ☎ ＜０５７７＞７２ー４８６６＜０５７７＞７２ー４８６６＜０５７７＞７２ー４８６６＜０５７７＞７２ー４８６６ 岐阜県高山市国府町村山８５７－２岐阜県高山市国府町村山８５７－２岐阜県高山市国府町村山８５７－２岐阜県高山市国府町村山８５７－２

・愛知事務所・愛知事務所・愛知事務所・愛知事務所 ☎ ＜０５６８＞６８ー７４３０＜０５６８＞６８ー７４３０＜０５６８＞６８ー７４３０＜０５６８＞６８ー７４３０ 愛知県小牧市久保一色町南２－１８１愛知県小牧市久保一色町南２－１８１愛知県小牧市久保一色町南２－１８１愛知県小牧市久保一色町南２－１８１

・山正HPアドレス・山正HPアドレス・山正HPアドレス・山正HPアドレス http://www.yamasyou.com/http://www.yamasyou.com/http://www.yamasyou.com/http://www.yamasyou.com/

    

（（（（出典出典出典出典；横山昌雄、；横山昌雄、；横山昌雄、；横山昌雄、除草剤の上除草剤の上除草剤の上除草剤の上手な選び方、使い方、植物防疫年刊２０手な選び方、使い方、植物防疫年刊２０手な選び方、使い方、植物防疫年刊２０手な選び方、使い方、植物防疫年刊２０１５１５１５１５    日本植物防疫協会による日本植物防疫協会による日本植物防疫協会による日本植物防疫協会による））））    

（（（（横山氏原図横山氏原図横山氏原図横山氏原図）））） 

ヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤

広葉剤広葉剤広葉剤広葉剤
（（（（ ＳＵＳＵＳＵＳＵ ＳＵ－ＲＳＵ－ＲＳＵ－ＲＳＵ－Ｒ
トリケトントリケトントリケトントリケトン 新規ＡＬＳ）新規ＡＬＳ）新規ＡＬＳ）新規ＡＬＳ）

◎除草剤の中身（名畑原図）◎除草剤の中身（名畑原図）◎除草剤の中身（名畑原図）◎除草剤の中身（名畑原図）

イネ科以外イネ科以外イネ科以外イネ科以外
専用剤専用剤専用剤専用剤

ヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤ヒエ剤

§１除草剤の使用時期を前に§１除草剤の使用時期を前に§１除草剤の使用時期を前に§１除草剤の使用時期を前に
　  　  　  　  ～圃場の条件に合った剤を選び、～圃場の条件に合った剤を選び、～圃場の条件に合った剤を選び、～圃場の条件に合った剤を選び、
　　　 適期散布で効果を最大限に発揮させることが大切　　　 適期散布で効果を最大限に発揮させることが大切　　　 適期散布で効果を最大限に発揮させることが大切　　　 適期散布で効果を最大限に発揮させることが大切！！！！ ～～～～
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§１　除草剤の使用時期を前に
　　～圃場条件に合った剤を選び、

　　　　適期の散布で効果を最大限に発揮させることが大切！～　（名畑技術顧問）・・・・・・１～２ページ

         山正取扱い主要除草剤一覧（移植水稲）         山正取扱い主要除草剤一覧（移植水稲）         山正取扱い主要除草剤一覧（移植水稲）         山正取扱い主要除草剤一覧（移植水稲）

処理処理処理処理 処理処理処理処理 処理処理処理処理 処理処理処理処理

時期時期時期時期 時期時期時期時期 時期時期時期時期 時期時期時期時期

イネキングジャンボイネキングジャンボイネキングジャンボイネキングジャンボ 1～1～1～1～

イネキング１キロ粒剤イネキング１キロ粒剤イネキング１キロ粒剤イネキング１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

ベアスフロブルベアスフロブルベアスフロブルベアスフロブル※※※※ 直後～直後～直後～直後～ イノーバーＤＸアップ１粒５１イノーバーＤＸアップ１粒５１イノーバーＤＸアップ１粒５１イノーバーＤＸアップ１粒５１ 直後～直後～直後～直後～ オシオキＭＸ粒剤オシオキＭＸ粒剤オシオキＭＸ粒剤オシオキＭＸ粒剤 ７～７～７～７～

ベアス１キロ粒剤ベアス１キロ粒剤ベアス１キロ粒剤ベアス１キロ粒剤※※※※ 直後～直後～直後～直後～ クサトリーＤＸジャンボＬクサトリーＤＸジャンボＬクサトリーＤＸジャンボＬクサトリーＤＸジャンボＬ ３～３～３～３～ クリンチャージャンボクリンチャージャンボクリンチャージャンボクリンチャージャンボ ２０～２０～２０～２０～

テマカットフロアブルテマカットフロアブルテマカットフロアブルテマカットフロアブル※※※※ 直後～直後～直後～直後～ 忍１キロ粒剤忍１キロ粒剤忍１キロ粒剤忍１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ クリンチャーバスMEクリンチャーバスMEクリンチャーバスMEクリンチャーバスME １５～１５～１５～１５～

エリジャンジャンボエリジャンジャンボエリジャンジャンボエリジャンジャンボ
※※※※ 直後～直後～直後～直後～ 忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ　忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ　忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ　忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ　 直後～直後～直後～直後～ カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤 ２０～２０～２０～２０～ ヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグラン １５～１５～１５～１５～

サインヨシフロアブルサインヨシフロアブルサインヨシフロアブルサインヨシフロアブル 直後～直後～直後～直後～ シロノック１キロ粒剤シロノック１キロ粒剤シロノック１キロ粒剤シロノック１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ アクシズＭＸ１キロ粒剤アクシズＭＸ１キロ粒剤アクシズＭＸ１キロ粒剤アクシズＭＸ１キロ粒剤 7～7～7～7～ ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤 ２０～２０～２０～２０～

ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ ポッシブルジャンボポッシブルジャンボポッシブルジャンボポッシブルジャンボ ５～５～５～５～ ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤 １５～１５～１５～１５～ ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒 ２０～２０～２０～２０～

マットタブジャンボマットタブジャンボマットタブジャンボマットタブジャンボ※※※※ 1～1～1～1～ ポッシブルフロアブルポッシブルフロアブルポッシブルフロアブルポッシブルフロアブル ５～５～５～５～ フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤 ７～７～７～７～ ワイドアタックSCワイドアタックSCワイドアタックSCワイドアタックSC ２０～２０～２０～２０～

兆フロアブル兆フロアブル兆フロアブル兆フロアブル 直後～直後～直後～直後～ ムソウ豆つぶ２５０ムソウ豆つぶ２５０ムソウ豆つぶ２５０ムソウ豆つぶ２５０ ３～３～３～３～ バサグラン液剤バサグラン液剤バサグラン液剤バサグラン液剤 15～５０15～５０15～５０15～５０

半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ アピロトップＭＸ1粒５１アピロトップＭＸ1粒５１アピロトップＭＸ1粒５１アピロトップＭＸ1粒５１ 直後～直後～直後～直後～ バサグラン粒剤バサグラン粒剤バサグラン粒剤バサグラン粒剤 15～５０15～５０15～５０15～５０

アピロトップＭＸＬジャンボアピロトップＭＸＬジャンボアピロトップＭＸＬジャンボアピロトップＭＸＬジャンボ ３～３～３～３～

ポッシブル１キロ粒剤ポッシブル１キロ粒剤ポッシブル１キロ粒剤ポッシブル１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

メガゼータジャンボメガゼータジャンボメガゼータジャンボメガゼータジャンボ ５～５～５～５～

メガゼータフロアブルメガゼータフロアブルメガゼータフロアブルメガゼータフロアブル ５～５～５～５～

サスケ-ラジカルジャンボサスケ-ラジカルジャンボサスケ-ラジカルジャンボサスケ-ラジカルジャンボ ３～３～３～３～

サンシャイン1キロ粒剤サンシャイン1キロ粒剤サンシャイン1キロ粒剤サンシャイン1キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

サンシャインジャンボサンシャインジャンボサンシャインジャンボサンシャインジャンボ ３～３～３～３～

スラッシャー1キロ粒剤スラッシャー1キロ粒剤スラッシャー1キロ粒剤スラッシャー1キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ 6 06 06 06 0

イッテツ1キロ粒／J／Fイッテツ1キロ粒／J／Fイッテツ1キロ粒／J／Fイッテツ1キロ粒／J／F ５～５～５～５～

イッポンD1キロ粒／FイッポンD1キロ粒／FイッポンD1キロ粒／FイッポンD1キロ粒／F 直後～直後～直後～直後～

イノーバーDXアップ1粒51／FイノーバーDXアップ1粒51／FイノーバーDXアップ1粒51／FイノーバーDXアップ1粒51／F 直後～直後～直後～直後～ クリンチャー１キロ粒／EWクリンチャー１キロ粒／EWクリンチャー１キロ粒／EWクリンチャー１キロ粒／EW ７～７～７～７～

イノーバートリオ１キロ粒剤イノーバートリオ１キロ粒剤イノーバートリオ１キロ粒剤イノーバートリオ１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤カービー１キロ粒剤 ２０～２０～２０～２０～ クリンチャージャンボクリンチャージャンボクリンチャージャンボクリンチャージャンボ ２５～２５～２５～２５～

エリジャン乳剤エリジャン乳剤エリジャン乳剤エリジャン乳剤
※※※※ 直後～直後～直後～直後～ ゴーサイン粒剤ゴーサイン粒剤ゴーサイン粒剤ゴーサイン粒剤 ５～５～５～５～ ザーベックッスDX1粒ザーベックッスDX1粒ザーベックッスDX1粒ザーベックッスDX1粒 20～3020～3020～3020～30 クリンチャーバスMEクリンチャーバスMEクリンチャーバスMEクリンチャーバスME １５～１５～１５～１５～

シンウチ１キロ粒剤シンウチ１キロ粒剤シンウチ１キロ粒剤シンウチ１キロ粒剤
※※※※ 直後～直後～直後～直後～ ザークＤ１キロ粒剤ザークＤ１キロ粒剤ザークＤ１キロ粒剤ザークＤ１キロ粒剤 ５～５～５～５～ ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤ニトウリュウ１キロ粒剤 １５～１５～１５～１５～ ヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグランヒエクリーンバサグラン １５～１５～１５～１５～

ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤ソルネット１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ スマートフロアブルスマートフロアブルスマートフロアブルスマートフロアブル 直後～直後～直後～直後～ フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤フォーカード１キロ粒剤 ７～７～７～７～ ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤ワンステージ１キロ粒剤 ２０～２０～２０～２０～

アークエース１キロ粒剤アークエース１キロ粒剤アークエース１キロ粒剤アークエース１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ ダブルスターSBジャンボダブルスターSBジャンボダブルスターSBジャンボダブルスターSBジャンボ 1～1～1～1～ ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒ワイドアタックD1粒 ２０～２０～２０～２０～

アークエース粒剤アークエース粒剤アークエース粒剤アークエース粒剤 ３～３～３～３～ ダブルスターSBSB顆粒ダブルスターSBSB顆粒ダブルスターSBSB顆粒ダブルスターSBSB顆粒 直後～直後～直後～直後～ ワイドアタックSCワイドアタックSCワイドアタックSCワイドアタックSC ２０～２０～２０～２０～

かねつぐ１キロ粒剤かねつぐ１キロ粒剤かねつぐ１キロ粒剤かねつぐ１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ ポッシブルジャンボポッシブルジャンボポッシブルジャンボポッシブルジャンボ ５～５～５～５～ バサグラン液剤バサグラン液剤バサグラン液剤バサグラン液剤 15～５０15～５０15～５０15～５０

兆１キロ粒剤兆１キロ粒剤兆１キロ粒剤兆１キロ粒剤※※※※ 直後～直後～直後～直後～ ライジンパワー１粒／Jライジンパワー１粒／Jライジンパワー１粒／Jライジンパワー１粒／J ５～５～５～５～ バサグラン粒剤バサグラン粒剤バサグラン粒剤バサグラン粒剤 15～５０15～５０15～５０15～５０

半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤半蔵１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～ 忍ジャンボ忍ジャンボ忍ジャンボ忍ジャンボ 直後～直後～直後～直後～

シェリフ１キロ粒シェリフ１キロ粒シェリフ１キロ粒シェリフ１キロ粒 ５～５～５～５～

ゼータワン１キロ粒剤ゼータワン１キロ粒剤ゼータワン１キロ粒剤ゼータワン１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

ゼータワンジャンボゼータワンジャンボゼータワンジャンボゼータワンジャンボ ５～５～５～５～

フジグラス粒剤１７フジグラス粒剤１７フジグラス粒剤１７フジグラス粒剤１７ ５～５～５～５～

ビシット粒剤１７ビシット粒剤１７ビシット粒剤１７ビシット粒剤１７ ５～５～５～５～

ホクト粒剤ホクト粒剤ホクト粒剤ホクト粒剤 ５～５～５～５～

メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤メガゼータ１キロ粒剤 直後～直後～直後～直後～

メガゼータJ／FメガゼータJ／FメガゼータJ／FメガゼータJ／F ５～５～５～５～

以下の剤は収穫前日数の散布時期規制あり。以下の剤は収穫前日数の散布時期規制あり。以下の剤は収穫前日数の散布時期規制あり。以下の剤は収穫前日数の散布時期規制あり。

（　）内は収穫前日数（－で表示）を示す。（　）内は収穫前日数（－で表示）を示す。（　）内は収穫前日数（－で表示）を示す。（　）内は収穫前日数（－で表示）を示す。

処理は田植後３０日までに終える処理は田植後３０日までに終える処理は田植後３０日までに終える処理は田植後３０日までに終える 　　　オシオキＭＸ粒剤（－４５）　　　オシオキＭＸ粒剤（－４５）　　　オシオキＭＸ粒剤（－４５）　　　オシオキＭＸ粒剤（－４５）

　　　ニトウリュウ１キロ粒剤（－６０）　　　ニトウリュウ１キロ粒剤（－６０）　　　ニトウリュウ１キロ粒剤（－６０）　　　ニトウリュウ１キロ粒剤（－６０）

　　Ｆ；フロアブル剤　　Ｆ；フロアブル剤　　Ｆ；フロアブル剤　　Ｆ；フロアブル剤 　　　クリンチャー１粒／ＥＷ（－３０）　　　クリンチャー１粒／ＥＷ（－３０）　　　クリンチャー１粒／ＥＷ（－３０）　　　クリンチャー１粒／ＥＷ（－３０）

　　Ｊ；ジャンボ剤　　Ｊ；ジャンボ剤　　Ｊ；ジャンボ剤　　Ｊ；ジャンボ剤 　　　クリンチャー１Ｊ（－４０）　　　クリンチャー１Ｊ（－４０）　　　クリンチャー１Ｊ（－４０）　　　クリンチャー１Ｊ（－４０）

　　　クリンチャーバスＭＥ（－５０）　　　クリンチャーバスＭＥ（－５０）　　　クリンチャーバスＭＥ（－５０）　　　クリンチャーバスＭＥ（－５０）

　　　ヒエクリーンバサグラン（－６０）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６０）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６０）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６０）

　　　ヒエクリーンバサグラン（－６１）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６１）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６１）　　　ヒエクリーンバサグラン（－６１）

　　　ワイドアタックＳＣ（－３０）　　　ワイドアタックＳＣ（－３０）　　　ワイドアタックＳＣ（－３０）　　　ワイドアタックＳＣ（－３０）

　　　バサグラン液／粒（－５０）　　　バサグラン液／粒（－５０）　　　バサグラン液／粒（－５０）　　　バサグラン液／粒（－５０）

 ワンステージ１キロ粒剤（－４５） ワンステージ１キロ粒剤（－４５） ワンステージ１キロ粒剤（－４５） ワンステージ１キロ粒剤（－４５）

             　青色で表記した剤は田植同時の登録がある除草剤             　青色で表記した剤は田植同時の登録がある除草剤             　青色で表記した剤は田植同時の登録がある除草剤             　青色で表記した剤は田植同時の登録がある除草剤

2.52.52.52.5

処理開始時期は処理開始時期は処理開始時期は処理開始時期は

田植を基準とした日数を示す田植を基準とした日数を示す田植を基準とした日数を示す田植を基準とした日数を示す

注）※；植代後田植7日前の登録がある剤注）※；植代後田植7日前の登録がある剤注）※；植代後田植7日前の登録がある剤注）※；植代後田植7日前の登録がある剤

　　ＭＥ；マイクロエマルジョン剤　　ＭＥ；マイクロエマルジョン剤　　ＭＥ；マイクロエマルジョン剤　　ＭＥ；マイクロエマルジョン剤

　　表中で表記した略号の意味　　表中で表記した略号の意味　　表中で表記した略号の意味　　表中で表記した略号の意味
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4444

4444
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2.52.52.52.5

3333

3333

3333

3333

1.51.51.51.5
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4444

4444

3333

3333

3333

3333

3333

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

4444

5555

ーーーー

ーーーー

2222

4444

4444

4444

3.53.53.53.52.52.52.52.5

3333

3333

2.52.52.52.51111

1111

1111

2222

2222

2.52.52.52.5

3333

3333

3333

3333

2222

3333

1.51.51.51.5

　　1粒；１キロ粒剤　　1粒；１キロ粒剤　　1粒；１キロ粒剤　　1粒；１キロ粒剤

　　ＥＷ；エマルジョンオイルインウォーター剤　　ＥＷ；エマルジョンオイルインウォーター剤　　ＥＷ；エマルジョンオイルインウォーター剤　　ＥＷ；エマルジョンオイルインウォーター剤

　　ＳＣ；サスペンションコンセントレート剤　　ＳＣ；サスペンションコンセントレート剤　　ＳＣ；サスペンションコンセントレート剤　　ＳＣ；サスペンションコンセントレート剤

富富富富
　　　　
　　　　
山山山山

営営営営
業業業業
所所所所

1111

1.51.51.51.5

1111

1111

1111

初　期　剤初　期　剤初　期　剤初　期　剤

薬　剤　名　薬　剤　名　薬　剤　名　薬　剤　名　

ノビエノビエノビエノビエ

晩限葉晩限葉晩限葉晩限葉
齢齢齢齢

（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1111

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

平成２７年４月現在平成２７年４月現在平成２７年４月現在平成２７年４月現在

始期始期始期始期

始期始期始期始期

岐岐岐岐
阜阜阜阜

（（（（
岐岐岐岐
阜阜阜阜
・・・・
可可可可
兒兒兒兒
・・・・
飛飛飛飛
騨騨騨騨
））））

後　期　剤後　期　剤後　期　剤後　期　剤

薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名

一　発　剤一　発　剤一　発　剤一　発　剤 中　期　剤中　期　剤中　期　剤中　期　剤

薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5

2.52.52.52.5 4444

薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名薬　剤　名

ノビエノビエノビエノビエ

晩限葉晩限葉晩限葉晩限葉
齢齢齢齢

（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）

ノビエノビエノビエノビエ

晩限葉晩限葉晩限葉晩限葉
齢齢齢齢

（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）

ノビエノビエノビエノビエ

晩限葉晩限葉晩限葉晩限葉
齢齢齢齢

（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）（Ｌ）

4444

4444

4444


