
購買ガイドブック

ご予約は令和4年10月14日までにお願いします。

令和5年度

南部営農購買センター　☎42-4343　FAX42-4342
　　　　　　　　　　 【担当地区／一宮・睦沢・長生】
北部営農購買センター　☎33-7007　FAX33-6017
　　　　　　　　　　 【担当地区／白子・本納・東郷】
西部営農購買センター　☎35-3001　FAX35-2007
　　　　　　　　　　 【担当地区／長柄・長南・茂原】

※営業時間は８：３０～１７：００までとなります。
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長生農業協同組合

ながいき市場　住所：茂原市六ツ野3981-1 ＴＥＬ：44-6800

農産物直売所 ながいき市場

○毎週月曜…お米の日
○毎週火曜…トマトの日
○毎週水曜…ポイント2倍DAY
○毎週木曜…肉の日
○毎週金曜…たまごの日

毎月お得な特売日！
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本所（融資課） ☎24 - 5 1 2 0
一 宮 支 所  ☎42 - 3 7 0 0
睦 沢 支 所  ☎44 - 1 2 3 1

高 根 支 所  ☎32 - 2 2 1 6
白 子 支 所  ☎33 - 2 1 4 1
日 吉 支 所  ☎35 - 2 0 0 5

長 南 支 所  ☎46 - 1 2 2 3
本 納 支 所  ☎34 - 2 2 3 3
茂 原 支 所  ☎24 - 5 1 1 8

市外局番 0475

各種ローン・共済についてのご相談は
JA長生の窓口までお気軽にどうぞ！！

http://www.ja-chosei.or.jp/ JA 長生
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　組合員の皆様におかれましては、日頃よりJA各事業につき、格別なるご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

　コロナ禍により停滞していた世界経済が、昨年前半から急激に活性化しており、

原油・天然ガスといったエネルギー価格の上昇が続いております。

　また、穀物価格の上昇により、生産に必要な肥料をはじめ、資材も需要の増加や

円安の影響を受けて高騰が続いています。

　国は、肥料価格高騰対策事業により、肥料コスト上昇分の一部を支援することが

決定しましたが、具体的な支援方法等については、明確にしておりません。このこと

については、詳しいことが決まりましたら、広報誌等を通じて組合員の皆様へ周知し

てまいります。

　春肥については、例年並みの供給品の確保に努めておりますが、状況によっては、

供給数量不足が懸念されます。

　このような厳しい状況の中、肥料の安定供給に向け、予約購買制度に基づいた取り

組みを行います。つきましては、このガイドブックをご参照の上、折込の注文書にて

お申込みいただきますようお願いいたします。

　注文書の回収につきましては、10月14日（金）までにJA担当職員がお伺いいたします。

　生産資材高騰が続く中、肥料大口予約奨励（2ページ参照）を本年も継続いたします。

また、集約銘柄肥料の導入、土壌診断による施肥設計、農薬の大型規格による生産

コスト削減に向けた取り組みを実施しておりますので是非、ご利用くださいますよう

お願いいたします。

2022年9月
長生農業協同組合

令和5年度肥料・農薬予約注文、

購買ガイドブックについて

協力機関一覧

（指導機関）
長生農業事務所

（肥料メーカー）
サンアグロ株式会社
朝日アグリア株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）
クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFジャパン株式会社
石原バイオサイエンス株式会社
住友化学株式会社

（資材メーカー）
平林物産株式会社
株式会社カクイチ

（生活資材メーカー）
株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）
JA長生 JA全農ちば

《組合員・利用者の皆さまへ大切なお知らせ》
～10年後も元気のある地域農業・元気なＪＡをめざして～

令和4年１１月１日（火）から
3センターに購買窓口業務を集約いたします。

詳しくは、各営農購買センターまでお問い合わせください。

南部営農購買センター
北部営農購買センター
西部営農購買センター

長生郡一宮町一宮2346
長生郡白子町関867
長生郡長柄町長富78-6

℡：0475-42-4343
℡：0475-33-7007
℡：0475-35-3001

fax：0475-42-4342
fax：0475-33-6017
fax：0475-35-2007

　当JAでは「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合の確立」を基本方針として、自己改革を

進めております。今後、組合員にとって、なくてはならないJAであり続けるため、営農・経済事業が

長期継続できる体制を構築し、組合員・利用者の皆さまの農業所得増大、農業生産の拡大、地域

の活性化へ更なる発展をめざしてまいります。

　具体的には、支所購買窓口を３営農購買センター（南部・北部・西部）に集約し、以下のとおり

営農購買事業の専門性と効率性をより高め、事業の機能強化をはかり、更なる組合員対応力・

組合員サービス・利便性の向上をめざし取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

西部営農購買センター
（日吉支所内）

南部営農購買センター
（一宮経済センター）

北部営農購買センター
（白子支所内）
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大口予約奨励金について
肥料の奨励金について
1　供給対象期間： 2023年1月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
2　対象外品目：　●堆肥（菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕・牧場のめぐみ）
　　　　　　　 　●系統外肥料（各営農購買センターにお問い合わせ下さい。）
　　　　　　　　 ●水稲軽量一発特号

※支出時期は、2023年 10月に購買品取引口座に振込予定です。

●肥料の支出基準
予約購入金額が、40万円以上で ➡ 購入金額の　3％　助成

予約購入金額が、100万円以上で ➡ 購入金額の　5％　助成

予約購入金額が、150万円以上で ➡ 購入金額の　7％　助成

予約購入金額が、250万円以上で ➡ 購入金額の　8％　助成

予約購入金額が、350万円以上で ➡ 購入金額の　9％　助成

1　供給対象期間： 2023年3月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
2　対象品目：　水稲農薬予約注文書にて記載されている大口奨励品目
　　◇注文書の大口奨励欄に○印がついている商品です。
　　▷メガ得規格（担い手直送）は、大口奨励対象外です。

水稲農薬の奨励金について

●水稲農薬の支出基準　

購入金額の 10％ 助成予約購入金額 20万円以上 ➡

春 肥 料 農 薬
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エコホープDJの使用方法と注意点
※エコホープDJは千葉エコ対象の商品です

（1）エコホープDJとは⇒減農薬栽培（千葉エコ）において成分カウントされません。
　微生物農薬の種子消毒剤です。
　化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

①【重要！】水管理、温度管理を適正に行ってください。

②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
　（過度の風乾は効果減少のおそれあり）
③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行うと効果的。
　 低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。
④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行い苗を揃える。
　 特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJは生き物です！  効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です！
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

（2）エコホープDJ使用時のポイント

催芽前処理をおすすめします。

●浸種温度:10℃以下、

35℃以上





JA長生 コスト低減の取り組み ❶肥料
担い手直送（春肥料）の取り組みについて

朗報！！

担い手直送（肥料）のメリット

担い手直送【肥料】対象商品

肥料でも直送ができるようになりました!!

担い手直送【肥料】の対象となる条件

輸送費や肥料原料の高騰を受け、資材の価格も年々値上がりしておりますが、メーカーの協力を得てコストパ
フォーマンスの高い価格でのご提供が可能となりました！

●まとめて発注することで、ご自宅・倉庫へ配送いたします！　配送料は、かかりません！
　注文の段階で、通常予約価格よりも値下げをし、組合員のご自宅・倉庫へメーカーから直送する
ため、配送料も掛かりません。
●大口奨励金対象商品です！　
　昨年度、JA長生の春肥料奨励対象金額が改定されました。
　大口奨励金の対象となります。

❶12トン以上の発注数量。
　 15㎏袋だと800袋以上の発注が必要です。合計重量が12トンになれば、直送出来ます！！

❷原則12トン車が出入りでき、フォークリフトをお持ちの方。
　 納品は一か所で、12トン大型トラックの出入りができる場所に限ります。
　　また、フォークリフトをお借りしての納品となります。
　　※パレット返却のご協力をお願いします。

❸キャンセル･返品は、お受けできません。
　 事前予約直送の為、トラック手配等決まってしまうので、キャンセル・返品はお受けできません。
　　ご承知くださいますようお願いいたします。

コシヒカリ一発15改　15㎏ ふさこがね一発15　15㎏ 飼料用米専用一発15　15㎏



JA長生 コスト低減の取り組み ❷農薬
担い手直送（メガ得規格 4ha分）の取り組みについて

担い手直送【農薬】取り扱い商品

担い手直送（水稲農薬）のメリット
●メーカー直送または購買センターから配達いたします！
　ご注文時に配送予定日をお選び頂ければ、その時期に配送いたします。
　【土日・祝日、GWの期間は配達を行っておりません。また、時間指定等も出来ませんのでご了承ください。】
　※注文締切日※　
　　■第1回注文受付日 令和4年10月14日～令和5年1月11日まで。 配送日 令和5年3月中旬より随時配送予定。
　　■第2回注文受付日 令和4年10月14日～令和5年2月22日まで。 配送日 令和5年4月中旬より随時配送予定。

●メガ 得規格（4ha分）は㎏換算でコストメリット抜群！
　『メガ得規格（4ｈａ分）』は大口奨励金の対象外ですが、㎏換算するとぐ～んとお得感を感じることができま
すよ！

昨年よりご案内しております水稲農薬の『メガ得規格（4 ｈａ分）』ですが、様々なご要望にお応えして豊富なライ
ンナップをご用意いたしました。購買ガイドブックの巻末に注文書がございますので、是非ともご覧ください。ま
た、『メガ得規格（4ｈａ分）』以外にも、『デカ得規格（10㎏粒剤・2Lフロアブル）』がございますので、併せてご覧
ください 。

他にも取扱商品がありますので、営農購買センターへお問い合わせください！

メガ得規格（４ha分）をご注文の方にお願い！
メーカー完全受注生産の為、返品は出来ませんのでご了承ください！
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プライオリティフロアブル

ディオーレフロアブル

プライオリティ豆つぶ

プライオリティ豆つぶ

ブラシン粉剤DL （３～４㎏・収穫7日前・2回以内）（いもち病・ごま葉枯病・稲こうじ病）

カイリキZフロアブル

クリンチャーバス液剤

クリンチャーバス液剤
ツイゲキ豆つぶ250

サキドリEW

サキドリEW

㎏
㎏



・収穫7日前・2回以内）（いもち病・ごま葉枯病・稲こうじ病）

クリンチャーバス液剤

ツイゲキ豆つぶ250

ツイゲキ豆つぶ250

クリンチャーバス液剤
アトトリ豆つぶ250
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スクミンベイトスクミンベイト スクミノンスクミノンパダン粒剤パダン粒剤 ジャンボたにしくんジャンボたにしくん

ヘルシードT
フロアブル
ヘルシードT
フロアブル

テクリードC
フロアブル
テクリードC
フロアブル

種子消毒種子消毒

フタバロンA
粉剤

フタバロンA
粉剤

ナエファイン
フロアブル
ナエファイン
フロアブル

タチガレエース
M液剤

タチガレエース
M液剤

立枯病対策剤立枯病対策剤

用土消毒用土消毒
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大口予約奨励金について
肥料の奨励金について
1　供給対象期間： 2023年1月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
2　対象外品目：　●堆肥（菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕・牧場のめぐみ）
　　　　　　　 　●系統外肥料（各営農購買センターにお問い合わせ下さい。）
　　　　　　　　 ●水稲軽量一発特号

※支出時期は、2023年 10月に購買品取引口座に振込予定です。

●肥料の支出基準
予約購入金額が、40万円以上で ➡ 購入金額の　3％　助成

予約購入金額が、100万円以上で ➡ 購入金額の　5％　助成

予約購入金額が、150万円以上で ➡ 購入金額の　7％　助成

予約購入金額が、250万円以上で ➡ 購入金額の　8％　助成

予約購入金額が、350万円以上で ➡ 購入金額の　9％　助成

1　供給対象期間： 2023年3月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
2　対象品目：　水稲農薬予約注文書にて記載されている大口奨励品目
　　◇注文書の大口奨励欄に○印がついている商品です。
　　▷メガ得規格（担い手直送）は、大口奨励対象外です。

水稲農薬の奨励金について

●水稲農薬の支出基準　

購入金額の 10％ 助成予約購入金額 20万円以上 ➡

春 肥 料 農 薬
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エコホープDJの使用方法と注意点
※エコホープDJは千葉エコ対象の商品です

（1）エコホープDJとは⇒減農薬栽培（千葉エコ）において成分カウントされません。
　微生物農薬の種子消毒剤です。
　化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

①【重要！】水管理、温度管理を適正に行ってください。

②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
　（過度の風乾は効果減少のおそれあり）
③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行うと効果的。
　 低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。
④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行い苗を揃える。
　 特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJは生き物です！  効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です！
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

（2）エコホープDJ使用時のポイント

催芽前処理をおすすめします。

●浸種温度:10℃以下、

35℃以上
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種子消毒～育苗のポイント

1.<種子消毒>の方法について

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。
緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

（1）目的：種子伝染性（バカ苗病・細菌病・いもち病）病害の、発生を防ぐために行います。

（2）種子消毒剤使用上の注意点
①防除効果の高い薬剤の選定。
（スターナ含有剤は「もみ枯細菌病」「褐条病」に対する薬剤体性が確認されたので使用を控える。）
②消毒するときの水温は、約10℃が目安。
③消毒時の種籾と薬液の容量比は1：1以上。
④浸漬時間と希釈濃度は必ず守る。
⑤24時間浸漬後の陰干しと、その後の浸種3日間が重要。
⑥種子消毒に使用した薬液は適切に処分する。

（3）種子消毒剤及び使用方法

薬剤の使用量と種籾量の目安
希釈濃度 種籾量 4kg

（1袋）
10～12kg
（2.5～3袋）

20kg
（5袋）

40kg
（10袋）

200倍
薬　量

水　量

40ml

8リットル

100ml（1本）

20リットル

200ml（2本）

40リットル

400ml（4本）

80リットル

①使用薬剤名
　「ヘルシードTフロアブル」「テクリードCフロアブル」200倍24時間浸漬
　浸漬する時、よく揺するのがポイントです。また消毒後は風乾し水洗いせずに、浸種します。
②使用方法（下表参照）
　水20リットルに対して、ヘルシードTフロアブル1本（100ml）またはテクリードCフロアブル
　1本（100ml）を入れると、使用濃度の「200倍」です。

※種子は消毒してありませんので、
各自で必ず種籾消毒を行いましょう。

バカ苗病 もみ枯細菌病 褐条病

7

種籾20kgの場合の使用方法（下図参照）

購入種子別種子消毒の手順

ヘルシードTフロアブルテクリードCフロアブル

100ml
水　40L

100ml

種籾
20kg

（希釈倍率：200倍）
200ml

100ml 100ml

200ml

一般種籾の場合 低温貯蔵種籾の場合

水交換 水交換

水交換 水交換

水交換 水交換

催  芽・播  種

催  芽・播  種

水交換

浸　種（3日間） 浸　種（3日間）

浸　種（2日間） 浸　種（3日間）

浸　種（2日間） 浸　種（2日間）

浸　種（2日間）

種籾消毒（24時間浸漬） 種籾消毒（24時間浸漬）

陰干し（1日間） 陰干し（1日間）

※浸　種（3日間） ※浸　種（3日間）

▼ ▼

＝ ＝

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼

▼

※テクリードCフロアブルを使用
の場合は陰干ししなくても可。

※浸種始めの3日目までは「種子
消毒中」なので、水を交換した
り動かしたりしない。

※浸種4日目からは、毎日水交換
　を行っても良い。
　（浸種水温の上昇を防ぐため）

※浸種は、発芽を揃えるため、積
算水温で100℃程度を目安に、
水温15℃の場合は約7日間
（水温10℃の場合は10日間）
浸種し、十分に吸水させます。
　早期の低温時は避けてください。

※催芽は、30℃を目安（30℃以
上は細菌病の発生を助長する
ため）にし、出芽を揃えるため、
幼芽長が１㎜以内の「ハト胸
状態」で催芽を終えるように
します。

OR
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種子消毒～育苗のポイント
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<用土消毒>の方法について
（１）目的：育苗箱に発生する苗立枯病（カビ）や、細菌病の発生を予防するために行います。
（２）用土消毒剤使用上の注意点

①薬剤と育苗培土との混和は、播種7日前～播種直前に行う。
②薬剤の使用量をきちんと守る。　　　　　　 　  ③混和は均一に行う。
④播種前の床土への潅水はたっぷりと行う。　⑤播種直後の覆土への潅水はしない。

（３）使用薬剤及び使用方法

（４）カビによる苗立枯病の対策薬剤

・苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に、20リットル（培土約１袋）に対して「フタバロンＡ粉剤」
 を100ｇ混和し、覆土に使用する。
・床土への潅水と、播種後の覆土が少ないと「根上がり」をしやすくなるので、注意する。

床土・覆土の消毒（使用にあたっては必ずマスク着用）

フジワン粒剤の育苗箱施用（発根促進）

培土の消毒
（育苗箱1箱5L（20Lで4箱）） ●覆土（1L）に

　フタバロンA粉剤5g/箱を混和する。
　（※20Lの培土にフタバロンA粉剤
　 100g）を混和し、覆土に使用する。）

苗立枯病（リゾープス、フザリウム、ピシウム）の
予防に、ナエファインフロアブル1,000倍液を箱あたり
500ml 播種時～緑化期（2回以内）に灌注する。

●処理時期：苗緑化始期（発芽後2～4日）
●薬　　量：25～50g／箱（フジワン粒剤3kgで約100箱）
●方　　法：均一散布後灌水し、薬剤をくずれさせる。

リゾープス菌 フザリウム菌

30～40℃の高温多湿
の場合で発生しやすく、
培土上方にカビが発生
する。
灰色カビ～白カビ

播種後低温（10℃以下）
にあったり、土壌の乾湿
を繰り返すと発生。
ピンクカビ～白カビ

トリコデルマ菌

高温多湿条件下で発生
しやすいが緑化開始時
の低温が発生を助長す
る。籾や床土にカビが
発生。
青緑カビ～白カビ

ピシウム菌

出芽時・育苗期中に低
温・過湿条件下で発生
しやすい。地際部や根
が褐変・腐敗し、綿状の
カビが発生。
ムレ苗症状

ダコニール1000

ダコレート水和剤

ナエファインフロアブル

タチガレエースM液剤

○
○
○

○ ○
○
○

○
○

種子

床土（4L）

苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に

フジワン粒剤の処理方法

※細菌性病害は、発生すると治す薬剤がありません。「フタバロンA粒剤」はカスガマイシン剤を含有、
　「もみ枯細菌病」にも優れた効果を発揮します。また、薬剤防除のほか、育苗期は高温にならない
　ように温度管理にも注意しましょう。
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ジャンボタニシ食害防止の対策
～　防除に努めましょう　～

ジャンボタニシの対策について（秋冬期の対策）
１：石灰窒素の散布
①ジャンボタニシが活動する水温15℃以上の時期（10月頃まで）に、圃場に3～4㎝水を溜め、1～4日放置し、土の
　中の貝を地上に移動させます。
②次に石灰窒素を20～30㎏（10a当り）散布し、3～4日間湛水状態を維持してください。
　その後、自然落水させます。

ジャンボタニシの対策について（移植時～）

2：冬期の耕うん
　冬期の耕うんは、貝の粉砕と貝を地表に掘り出し、寒さに晒す効果があります。
　なるべく、土壌が乾燥して固く、かつ気温が低い１２月～１月頃に行ってください。
　耕うんのポイント：作業速度を通常より２～４割遅くし、回転数を早くすること。

　長生地域水田ではジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の発生が拡大しており、水稲では越冬貝により、
田植直後の苗が食害されているなどの被害が発生しています。
　ジャンボタニシの根絶は困難です。しかし、薬剤による防除や石灰窒素による防除・耕種的な対策を組み
合わせることによって被害を軽減することができます。
　なお、農薬の使用にあたっては、登録のある薬剤で安全使用基準を厳守して頂くと同様に、椿油かすには
強い魚毒性があり、流出した場合魚介類に影響を及ぼします。
　農薬取締法において、害虫駆除・防除を目的として使用することは処罰の対象となります。

注意1：石灰窒素は魚介類に影響があるため、水路に流れないようにしてください。
注意2：翌年水稲を作付する場合は、基肥の窒素成分を1kg（10a当り）程度、減肥してください。

注意3：耕うんを繰り返すと、掘り起こした貝を土の中に戻すこともあるので、２回目の耕うんはあまり効果が
　　　 ありません。

●主なジャンボタニシ防除剤の特徴と使用方法
商品名 使用時期 10a当り使用量 使用回数 効果 水管理 使用上のポイント

パダン粒剤4

スクミノン

ジャンボたにしくん

  スクミンベイト3

収穫30日前まで

収穫60日前まで

収穫60日前まで

発生時

４㎏

１～４㎏
（４㎏推奨）

１～２㎏

２～４㎏

6回以内

2回以内

2回以内

－

食害防止

殺貝

殺貝

食害防止

浅水

深水

湛水散布

湛水散布

主に食害防止効果。
ごく浅くして水中の農薬濃度を高める
と効果的です。田植同時散布が効果的です。
中貝～大貝にも高い殺貝効果。
全面均一散布が基本。（スポット処理不可）
低温時には効果減少のおそれ有。
湛水管理をして、水田全体に均一散布して
ください。動力散布機でも散布できます。
主に食害防止効果。
天然由来の成分で使用回数の制限がない。
水田全体に均一に散布。
千葉エコ米で使用出来ます！
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ジャンボタニシ食害防止の対策
～　防除に努めましょう　～

ジャンボタニシの対策について（秋冬期の対策）
１：石灰窒素の散布
①ジャンボタニシが活動する水温15℃以上の時期（10月頃まで）に、圃場に3～4㎝水を溜め、1～4日放置し、土の
　中の貝を地上に移動させます。
②次に石灰窒素を20～30㎏（10a当り）散布し、3～4日間湛水状態を維持してください。
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　長生地域水田ではジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の発生が拡大しており、水稲では越冬貝により、
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注意1：石灰窒素は魚介類に影響があるため、水路に流れないようにしてください。
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収穫30日前まで

収穫60日前まで

収穫60日前まで

発生時

４㎏

１～４㎏
（４㎏推奨）

１～２㎏

２～４㎏

6回以内

2回以内

2回以内

－

食害防止

殺貝

殺貝

食害防止

浅水

深水

湛水散布

湛水散布

主に食害防止効果。
ごく浅くして水中の農薬濃度を高める
と効果的です。田植同時散布が効果的です。
中貝～大貝にも高い殺貝効果。
全面均一散布が基本。（スポット処理不可）
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カメムシ（斑点米）防除の対策
～　品質アップを目指そう　～

カメムシの対策について（農薬紹介と防除方法）

粉剤・乳剤は直接
付着させること！

キラップ粒剤 スタークル豆つぶ
スタークル粒剤

発生状況を確認し、
追加で防除！

スタークル豆つぶ
スタークル粒剤

キラップ粒剤

トレボン粉剤DL
トレボン乳剤

250g
3kg

3kg

3kg～4kg
希釈倍率2000倍

7日前まで

14日前まで

7日前まで
14日前まで

3回以内

2回以内

3回以内
3回以内

出穂期～穂揃期に湛水状態で散布。
※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。
出穂10日前～出穂期に湛水状態で散布。
※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。
カメムシがいた場合、
直接付着させること。

商品名 10a当りの使用量 使用時期(収穫前日数) 使用回数 使用上のポイント

防除方法
①豆つぶ・粒剤は穂揃期（8～9割ほど穂が出穂した状態）に薬剤を散布する。
　➡豆つぶは4～7日前、粒剤は３～４日前に撒くと効果的です！
　　イネカメムシ、ホソハリカメムシ等の大型カメムシの場合は直接付着させる粉剤・液剤で防除すること。
②穂揃期後も発生が多い場合は、出穂期後１５日頃に追加防除をおこなう。
③畦畔や周辺の休耕地の除草は、できれば出穂期２～３週間前と出穂期におこなう。
　➡畦畔は、高刈り（５～１０㎝の高さ）で除草すること。
長生管内でも水稲航空防除が実施されていますが、航空防除後もカメムシ類の発生状況を確認し、
飛来成虫また乳熟期以降の幼虫が多い場合は、追加で防除の実施を行ってください。

資料提供：千葉県農林総合研究センター・バイエルクロップサイエンス株式会社

千葉県農林総合研究センター病害虫防除課原図

←20mm

←0mm

←5mm

←10mm

←15mm

※実際の大きさ
　とは異なります。
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土の健康診断してみませんか？
水田もOKです！

基準より多い養分は減らして、少ない養分は増やすことで最適な土壌バランスに近づけることができ、作物の収量、
品質が安定・向上します！

土壌診断で資材の投入量がわかれば、無駄が省けて、その分だけ施肥コストを減らせます。

お問い合わせ先 
JA長生 営農販売部 担い手支援課
TEL 0475-24-5700
南部営農購買センター
TEL 0475-42-4343
北部営農購買センター
TEL 0475-33-7007
西部営農購買センター
TEL 0475-35-3001

詳しくは、JA長生ホームページを
ご確認ください。

土壌養分の過不足がわかり、作物の収量・品質が安定・向上します。

リン酸、カリなどの養分が
蓄積した圃場では、
せっかくの施肥もムダになるし、
作物の健康にも影響するんだ。

診断結果をもとに健康な土に生まれ
変われば、施肥量を減らしても
収量・品質はそのままか、それ以上に！

土づくり資材等の適切な投入量がわかり、施肥コストが減らせます！

土壌診断結果は、
1か月以上かかりますので、
お早めに申し込み下さい。
（申込状況により前後します）

作物を正常に育成させるためには、土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランス
をとらなければなりません。そのためには、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する【土壌診断】が必要です。
水田の秋落ち対策※1として、土壌の養分状態を知り、不足している養分を補うことで収穫対策が出来ます！
JA長生では、土壌診断に基づいた適正な施肥を推進し、作物の収量安定、施肥コスト低減に取り組んでいます。
※1【秋落ちとは、稲作において登熟期以降に急激に生育が衰え、収量が低下する現象のこと】 
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カメムシ（斑点米）防除の対策
～　品質アップを目指そう　～

カメムシの対策について（農薬紹介と防除方法）

粉剤・乳剤は直接
付着させること！

キラップ粒剤 スタークル豆つぶ
スタークル粒剤

発生状況を確認し、
追加で防除！
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土づくり資材等の適切な投入量がわかり、施肥コストが減らせます！

土壌診断結果は、
1か月以上かかりますので、
お早めに申し込み下さい。
（申込状況により前後します）

作物を正常に育成させるためには、土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランス
をとらなければなりません。そのためには、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する【土壌診断】が必要です。
水田の秋落ち対策※1として、土壌の養分状態を知り、不足している養分を補うことで収穫対策が出来ます！
JA長生では、土壌診断に基づいた適正な施肥を推進し、作物の収量安定、施肥コスト低減に取り組んでいます。
※1【秋落ちとは、稲作において登熟期以降に急激に生育が衰え、収量が低下する現象のこと】 
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肥　料
肥料では、銘柄の集約・共同購入によってコスト削減に取り組んでいます！！

低コスト肥料ラインナップ低コスト肥料ラインナップ

担い手直送規格ラインナップ担い手直送規格ラインナップ

一般作物向け 水稲基肥向け 水稲追肥向け

化成 8-8-8化成 14-14-14 化成 17-0-17化成 14-18-14化成 16-16-16

農　薬
農薬では、担い手直送規格（40ｋｇ）をご用意しております！！

ご自宅に直送いたします！！

対
応
品
目
拡
大
中
！！

コスト削減の取り組みJA長生の

ふさおとめ化成15

10a当り　2～3袋

PN
13 18

K
13

商品特長

15kg入

サンアグロ

ふさおとめの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

合成培土3号

長年使い続けられている培土
健苗育成に最適
粒径が揃った高品質培土

1箱当り　2.7～3.0kg

N P K
0.04 0.08 0.05

商品特長

20kg入・500kg入・1t入

サンアグロ

豊作培土

容量重視（約24ℓ）
粒径を大きめに揃えた培土

1箱当り　2.4～2.7kg

N P K
0.04 0.16 0.05

20kg入・500kg入

商品特長

サンアグロ

水稲機械移植 育苗用肥料

水稲箱育苗用肥料
自家培土の肥料分として使用

1箱当たり　30～40g

N P K
4 4 4

1㎏入

商品特長

大日本産肥

コシヒカリ化成15

コシヒカリの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

10a当り　1.5～2袋

N P K
10 26 16

15kg入

商品特長

サンアグロ

平成培土

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

1箱当り　3.0～3.5kg

N P K
0.04 0.08 0.05

商品特長

サンアグロ

20kg入・500kg入・1t入

ふさこがね化成15

ふさこがねの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

10a当り　2～3袋

PN
16 18

K
13

商品特長

15kg入

サンアグロ

水稲育苗用培土

水稲用肥料  【基肥  15㎏袋】

13

基肥のため
追肥を忘れずに！
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肥　料
肥料では、銘柄の集約・共同購入によってコスト削減に取り組んでいます！！

低コスト肥料ラインナップ低コスト肥料ラインナップ

担い手直送規格ラインナップ担い手直送規格ラインナップ

一般作物向け 水稲基肥向け 水稲追肥向け

化成 8-8-8化成 14-14-14 化成 17-0-17化成 14-18-14化成 16-16-16

農　薬
農薬では、担い手直送規格（40ｋｇ）をご用意しております！！

ご自宅に直送いたします！！

対
応
品
目
拡
大
中
！！

コスト削減の取り組みJA長生の

ふさおとめ化成15

10a当り　2～3袋

PN
13 18

K
13

商品特長

15kg入

サンアグロ

ふさおとめの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

合成培土3号

長年使い続けられている培土
健苗育成に最適
粒径が揃った高品質培土

1箱当り　2.7～3.0kg

N P K
0.04 0.08 0.05

商品特長

20kg入・500kg入・1t入

サンアグロ

豊作培土

容量重視（約24ℓ）
粒径を大きめに揃えた培土

1箱当り　2.4～2.7kg

N P K
0.04 0.16 0.05

20kg入・500kg入

商品特長

サンアグロ

水稲機械移植 育苗用肥料

水稲箱育苗用肥料
自家培土の肥料分として使用

1箱当たり　30～40g

N P K
4 4 4

1㎏入

商品特長

大日本産肥

コシヒカリ化成15

コシヒカリの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

10a当り　1.5～2袋

N P K
10 26 16

15kg入

商品特長

サンアグロ

平成培土

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

1箱当り　3.0～3.5kg

N P K
0.04 0.08 0.05

商品特長

サンアグロ

20kg入・500kg入・1t入

ふさこがね化成15

ふさこがねの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

10a当り　2～3袋

PN
16 18

K
13

商品特長

15kg入

サンアグロ

水稲育苗用培土

水稲用肥料  【基肥  15㎏袋】

13

基肥のため
追肥を忘れずに！
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水稲用肥料  【基肥一発  15㎏袋】
コシヒカリ専用

早生品種専用
ふさこがね一発15

ふさこがねの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　2～3袋

商品特長

15kg入

N P K
22 14 14

サンアグロ

コシヒカリ一発15改

コシヒカリの元肥一発肥料。
肥料価格高騰の中、お求めやすい
一発肥料へ内容を改良！
チッソの効き方は今まで通り！

10a当り　1.5～2.5袋

15kg入

商品特長

サンアグロ

スーパーてまいらずコシヒカリ

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が
約5割で追肥のいらない省力が可能
なコシヒカリ用一発肥料

10a当り　1.5～3袋

N P K
20 13 12

苦土
3

15kg入

商品特長

片倉コープアグリ

ツーコート一発コシヒカリ15

コシヒカリの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
カリ成分も生育後半まで持続
登熟向上を期待

10a当り　2～3袋

商品特長

15kg入

N
20

P
11

苦土
1.5

K
12

N
20

P
12

苦土
2

K
12

サンアグロ

ふさおとめ一発15

ふさおとめの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　2～3袋

15kg入

商品特長

N P K
20 15 15

サンアグロ

早生用一発15

コシヒカリ以外の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
チッソ成分が高くコスト低減
微生物分解型の緩効性肥料含む

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

15kg入

N P K
26 10 10

サンアグロ

スーパーてまいらず早生用

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が
約5割で追肥のいらない省力が
可能な早生用一発肥料

10a当り　1～3袋

15kg入

商品特長

N P K
27 10 8

片倉コープアグリ

15㎏のメリットは
持ち運びしやすい！（軽い）
側条施肥機に入れる時
カンタン！
1袋換算しやすい！

15

水稲用肥料  【基肥一発  20㎏袋】

てまいらず464

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素
が約5割で追肥のいらない省力が
可能なコシヒカリ用一発肥料  

10a当り　1.5～3袋

商品特長

20kg入

片倉コープアグリ

N P K
14 16 14

苦土
3

楽っ子コシヒカリ改 20kg入

コシヒカリの元肥一発肥料。
肥料価格高騰の中、お求めやすい
一発肥料へ内容を改良！
チッソの効き方は今まで通り！

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

N P K
15 12 12

苦土
2

サンアグロ

ナイスワン844N

砂地向けコシヒカリ用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素が
約4割で追肥のいらない省力型の
コシヒカリ専用一発肥料

10a当り　1.5～2.5袋

20kg入

商品特長

N P K
18 14 14

セントラル化成

てまいらずふさこがね

速攻性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力が
可能なふさこがね用一発肥料  

10a当り　2.5～3.5袋

商品特長

20kg入

N P K
20 15 12

片倉コープアグリ

楽っ子ふさおとめ 20kg入

長年使い続けられている
ふさおとめの元肥一発肥料

10a当り　2～2.5袋

商品特長

N P K
15 15 15

苦土
2

サンアグロ

ふさこがね専用一発033N

ふさこがね用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力型
のふさこがね専用一発肥料

10a当り　1.5～2.5袋

20kg入

商品特長

N P K
20 13 13

セントラル化成

コシヒカリ専用

早生品種専用

20㎏のメリットは
リン酸・加里が多く入る！
全層施肥の場合、
まきムラが少ない！
側条時、メモリが
合わせやすい！
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水稲用肥料  【基肥一発  15㎏袋】
コシヒカリ専用

早生品種専用
ふさこがね一発15

ふさこがねの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　2～3袋

商品特長

15kg入

N P K
22 14 14

サンアグロ

コシヒカリ一発15改

コシヒカリの元肥一発肥料。
肥料価格高騰の中、お求めやすい
一発肥料へ内容を改良！
チッソの効き方は今まで通り！

10a当り　1.5～2.5袋

15kg入

商品特長

サンアグロ

スーパーてまいらずコシヒカリ

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が
約5割で追肥のいらない省力が可能
なコシヒカリ用一発肥料

10a当り　1.5～3袋

N P K
20 13 12

苦土
3

15kg入

商品特長

片倉コープアグリ

ツーコート一発コシヒカリ15

コシヒカリの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
カリ成分も生育後半まで持続
登熟向上を期待

10a当り　2～3袋

商品特長

15kg入

N
20

P
11

苦土
1.5

K
12

N
20

P
12

苦土
2

K
12

サンアグロ

ふさおとめ一発15

ふさおとめの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　2～3袋

15kg入

商品特長

N P K
20 15 15

サンアグロ

早生用一発15

コシヒカリ以外の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
チッソ成分が高くコスト低減
微生物分解型の緩効性肥料含む

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

15kg入

N P K
26 10 10

サンアグロ

スーパーてまいらず早生用

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が
約5割で追肥のいらない省力が
可能な早生用一発肥料

10a当り　1～3袋

15kg入

商品特長

N P K
27 10 8

片倉コープアグリ

15㎏のメリットは
持ち運びしやすい！（軽い）
側条施肥機に入れる時
カンタン！
1袋換算しやすい！

15

水稲用肥料  【基肥一発  20㎏袋】

てまいらず464

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素
が約5割で追肥のいらない省力が
可能なコシヒカリ用一発肥料  

10a当り　1.5～3袋

商品特長

20kg入

片倉コープアグリ

N P K
14 16 14

苦土
3

楽っ子コシヒカリ改 20kg入

コシヒカリの元肥一発肥料。
肥料価格高騰の中、お求めやすい
一発肥料へ内容を改良！
チッソの効き方は今まで通り！

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

N P K
15 12 12

苦土
2

サンアグロ

ナイスワン844N

砂地向けコシヒカリ用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素が
約4割で追肥のいらない省力型の
コシヒカリ専用一発肥料

10a当り　1.5～2.5袋

20kg入

商品特長

N P K
18 14 14

セントラル化成

てまいらずふさこがね

速攻性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力が
可能なふさこがね用一発肥料  

10a当り　2.5～3.5袋

商品特長

20kg入

N P K
20 15 12

片倉コープアグリ

楽っ子ふさおとめ 20kg入

長年使い続けられている
ふさおとめの元肥一発肥料

10a当り　2～2.5袋

商品特長

N P K
15 15 15

苦土
2

サンアグロ

ふさこがね専用一発033N

ふさこがね用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力型
のふさこがね専用一発肥料

10a当り　1.5～2.5袋

20kg入

商品特長

N P K
20 13 13

セントラル化成

コシヒカリ専用

早生品種専用

20㎏のメリットは
リン酸・加里が多く入る！
全層施肥の場合、
まきムラが少ない！
側条時、メモリが
合わせやすい！
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水稲用肥料【有機・飼料用米・ペースト・追肥肥料】
有機アグレット673 20kg入

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用基肥です。
ちばエコ米適用肥料

10a当り　2～4袋

商品特長

N P K
6 7 3

苦土
1

朝日アグリア

飼料用米専用一発15 15kg入

サンアグロ

飼料用米の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

N P K
26 10 10

ネオペースト1号 20kg入

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの高成分肥料。

10a当り　1～2袋

N P K
12 12 12

商品特長

片倉コープアグリ

ネオペースト2号 20kg入

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの低成分肥料。

10a当り　1～2袋

N P K
10 16 12

商品特長

片倉コープアグリ

ネオペーストSR502 20kg入

N P K
15 10 12

液状側条施肥専用肥料。
緩効性窒素入りで2段施肥機との
組み合わせで基肥一発施肥が可能

10a当り　 1.5～2.5袋

商品特長

片倉コープアグリ

軽量追肥15 15kg入

コスト重視の水稲用追肥
15kg軽量タイプ

N P K
22 2 14

商品特長

サンアグロ

10a当り　0.5～1袋

園芸肥料【野菜向け】
ジシアン555 20kg入

ジシアンの働きで窒素成分が
ゆっくり長効きする高度化成

N P K
15 15 15

商品特長

片倉コープアグリ

強力ホルム野菜化成 20kg入

長年使い続けられている
野菜専用肥料
ゆっくりジワジワと効果を発揮

10a当り　2～3袋

N P K
14 18 14

商品特長

サンアグロ

17

園芸肥料【野菜向け】

野菜美人 20kg入

野菜専用肥料
ホウ素が入っているため、高温期
に栽培するアブラナ科野菜に
適した肥料

商品特長

N P K
10 10 10

ホウ素
0.2

日本肥糧

CDUタマゴS555 20kg入

CDU入り緩効性肥料。
CDU態窒素が約5割含まれる。
基肥、追肥に最適。

10a当り　2～4袋(40～80kg)

N P K
15 15 15

商品特長

ジェイカムアグリ

ちばやさい808 20kg入

商品特長

片倉コープアグリ

有機質約4割、苦土、ホウ素入り粒状品。
野菜用の低コスト化成肥料で、園芸
全般に使用できます。

N
8
P
10

K
8

苦土
2

ホウ素
0.2

SCねぎ専用047 20kg入

硫黄を好むネギ・ニンニク専用
チッソ成分の約8割はゆっくり
効果を発揮（約140日）

10a当り　2～4袋

N
10

P
14

K
7

商品特長

サンアグロ

レオユーキM 20kg入

N P K
12 8 10

商品特長

朝日アグリア

ほう素入野菜専用肥料Dd404 20kg入

商品特長

10a当り　1～2袋

ホウ素
0.3

N
14

P
10

K
14

サンアグロ

燐硝安加里1号 20㎏入

10a当り　1～2袋(20～40kg)

N P K
15 15 12

商品特長

ジェイカムアグリ

硝酸態窒素入り速効性肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態
窒素が約4割含まれる。
ネギや果菜類の追肥に最適。

SC36 20kg入

10a当り　2～4袋

硫黄で被覆した黄色い肥料
チッソ・リン酸・カリ全てゆっくり
効果を発揮（約90日）

N P K
12 12 12

商品特長

サンアグロ

有機約20％入り、
一般野菜向け肥料。

ホウ素が入った野菜専用追肥
すぐに効いて効果が持続
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水稲用肥料【有機・飼料用米・ペースト・追肥肥料】
有機アグレット673 20kg入

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用基肥です。
ちばエコ米適用肥料

10a当り　2～4袋

商品特長

N P K
6 7 3

苦土
1

朝日アグリア

飼料用米専用一発15 15kg入

サンアグロ

飼料用米の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

N P K
26 10 10

ネオペースト1号 20kg入

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの高成分肥料。

10a当り　1～2袋

N P K
12 12 12

商品特長

片倉コープアグリ

ネオペースト2号 20kg入

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの低成分肥料。

10a当り　1～2袋

N P K
10 16 12

商品特長

片倉コープアグリ

ネオペーストSR502 20kg入

N P K
15 10 12

液状側条施肥専用肥料。
緩効性窒素入りで2段施肥機との
組み合わせで基肥一発施肥が可能

10a当り　 1.5～2.5袋

商品特長

片倉コープアグリ

軽量追肥15 15kg入

コスト重視の水稲用追肥
15kg軽量タイプ

N P K
22 2 14

商品特長

サンアグロ

10a当り　0.5～1袋

園芸肥料【野菜向け】
ジシアン555 20kg入

ジシアンの働きで窒素成分が
ゆっくり長効きする高度化成

N P K
15 15 15

商品特長

片倉コープアグリ

強力ホルム野菜化成 20kg入

長年使い続けられている
野菜専用肥料
ゆっくりジワジワと効果を発揮

10a当り　2～3袋

N P K
14 18 14

商品特長

サンアグロ

17

園芸肥料【野菜向け】

野菜美人 20kg入

野菜専用肥料
ホウ素が入っているため、高温期
に栽培するアブラナ科野菜に
適した肥料

商品特長

N P K
10 10 10

ホウ素
0.2

日本肥糧

CDUタマゴS555 20kg入

CDU入り緩効性肥料。
CDU態窒素が約5割含まれる。
基肥、追肥に最適。

10a当り　2～4袋(40～80kg)

N P K
15 15 15

商品特長

ジェイカムアグリ

ちばやさい808 20kg入

商品特長

片倉コープアグリ

有機質約4割、苦土、ホウ素入り粒状品。
野菜用の低コスト化成肥料で、園芸
全般に使用できます。

N
8
P
10

K
8

苦土
2

ホウ素
0.2

SCねぎ専用047 20kg入

硫黄を好むネギ・ニンニク専用
チッソ成分の約8割はゆっくり
効果を発揮（約140日）

10a当り　2～4袋

N
10

P
14

K
7

商品特長

サンアグロ

レオユーキM 20kg入

N P K
12 8 10

商品特長

朝日アグリア

ほう素入野菜専用肥料Dd404 20kg入

商品特長

10a当り　1～2袋

ホウ素
0.3

N
14

P
10

K
14

サンアグロ

燐硝安加里1号 20㎏入

10a当り　1～2袋(20～40kg)

N P K
15 15 12

商品特長

ジェイカムアグリ

硝酸態窒素入り速効性肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態
窒素が約4割含まれる。
ネギや果菜類の追肥に最適。

SC36 20kg入

10a当り　2～4袋

硫黄で被覆した黄色い肥料
チッソ・リン酸・カリ全てゆっくり
効果を発揮（約90日）

N P K
12 12 12

商品特長

サンアグロ

有機約20％入り、
一般野菜向け肥料。

ホウ素が入った野菜専用追肥
すぐに効いて効果が持続
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園芸肥料【野菜向け】

日の本3号 20kg入

石灰窒素入りのため窒素の分解・
流亡を抑え、やや長く効く肥料 

N P K
8 7 6

商品特長

片倉コープアグリ

スーパーエコロング413  140日 10kg入

10a当り　2～4袋（20～40kg）

N P K
14 11 13

商品特長

ジェイカムアグリ

肥効調節型肥料。初期（約40日間）
は溶出せず後半100日間で全体
8割の肥料成分が溶出。
他70,100,180,220日タイプも。

落花生専用550 20kg入

10a当り　3～5袋（60～100kg）

落花生専用肥料。
豆類にも最適。

N P K
5 15 20

商品特長

ジェイカムアグリ

野菜の達人 15kg入

10a当り　1～2袋

すぐ効く野菜専用追肥
15kgタイプ
夜露でも溶ける肥料
寒い時でも効果を発揮

特長

N P K
15 14 10

サンアグロ

有機アグレットS300 20kg入

有機約50％入り粒状タイプの
サツマイモ専用肥料。

10a当り　2～4袋（40～80㎏）

N
3

P
10

K
10

商品特長

朝日アグリア

エコレット一発484 20kg入

豚ぷん堆肥＋ロング肥料が
組合さったエコレット。
肥効の期間：4ヶ月～5ヶ月
ネギ・果菜類向け

商品特長

N P K
14 8 14

朝日アグリア

有機入SC玉ねぎ専用16号 20kg入

10a当り　6袋

硫黄を好む玉ねぎ専用肥料
硫黄被覆尿素入り
動物由来の有機を多く含む

N P K
16 11 10

商品特長

サンアグロ

豆プロ一発 20kg入

10a当り　1～1.5袋（20～30㎏）

大豆、枝豆向け一発肥料。
窒素成分の約7割が緩効性肥料

N P K
25 10 8

商品特長

ジェイカムアグリ

19

園芸肥料【野菜向け】
エコレット808 20kg入

豚ぷん堆肥を約50％使用することで
低コスト化を実現。粒状のため、
まきやすく機械散布も可能。
あらゆる作物に使用出来ます。

N P K
8 10 8

商品特長

朝日アグリア

はつらつ君666 20kg入

全窒素のうち、約半分がアミノ酸の
液肥。
トマト・イチゴなどの施設園芸向け

N P K
6 6 6

商品特長

朝日アグリア

畑楽くん 20kg入

被覆肥料（30日・90日）、有機約
25％、微量要素入りの省力肥料。
園芸作業の基肥・追肥に使えます。

商品特長

朝日アグリア

N
12
P
2
K
8
苦土
1

マンガン
0.1

ホウ素
0.05

ながいきねぎ専用 20kg入

JA長生オリジナルながいきねぎ専用
肥料。140日タイプの被覆窒素と
ジシアン化成、有機肥料を配合。

N
10

P
12

K
8
苦土
1

ホウ素
0.005

商品特長

片倉コープアグリ

NKグリーン30号 20kg入

10a当り　1～2袋

N P K
16 0 14

長年使い続けられている
野菜専用追肥
玉ねぎ・そら豆等幅広く使用

商品特長

サンアグロ

野菜追肥専用S842 20kg入

追肥専用肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態窒素
が約5割含まれる。

N P K
18 4 12

商品特長

ジェイカムアグリ

園芸追肥

げんきくん果菜200 20kg入

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、
ピートモスを混合した透水性・
保水性に優れた培土
約26ℓ

N P K
200 3000 150 （㎎/ℓ）

商品特長

片倉コープアグリ

ニッピ良菜培土SP200 15kg入

腐植質を入れ、軽く保水性の良い
葉菜向け培土
約25ℓ

商品特長

N P K
200 2500 200

苦土
200

日本肥糧

（㎎/ℓ）

その他園芸培土
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園芸肥料【野菜向け】

日の本3号 20kg入

石灰窒素入りのため窒素の分解・
流亡を抑え、やや長く効く肥料 

N P K
8 7 6

商品特長

片倉コープアグリ

スーパーエコロング413  140日 10kg入

10a当り　2～4袋（20～40kg）

N P K
14 11 13

商品特長

ジェイカムアグリ

肥効調節型肥料。初期（約40日間）
は溶出せず後半100日間で全体
8割の肥料成分が溶出。
他70,100,180,220日タイプも。

落花生専用550 20kg入

10a当り　3～5袋（60～100kg）

落花生専用肥料。
豆類にも最適。

N P K
5 15 20

商品特長

ジェイカムアグリ

野菜の達人 15kg入

10a当り　1～2袋

すぐ効く野菜専用追肥
15kgタイプ
夜露でも溶ける肥料
寒い時でも効果を発揮

特長

N P K
15 14 10

サンアグロ

有機アグレットS300 20kg入

有機約50％入り粒状タイプの
サツマイモ専用肥料。

10a当り　2～4袋（40～80㎏）

N
3

P
10

K
10

商品特長

朝日アグリア

エコレット一発484 20kg入

豚ぷん堆肥＋ロング肥料が
組合さったエコレット。
肥効の期間：4ヶ月～5ヶ月
ネギ・果菜類向け

商品特長

N P K
14 8 14

朝日アグリア

有機入SC玉ねぎ専用16号 20kg入

10a当り　6袋

硫黄を好む玉ねぎ専用肥料
硫黄被覆尿素入り
動物由来の有機を多く含む

N P K
16 11 10

商品特長

サンアグロ

豆プロ一発 20kg入

10a当り　1～1.5袋（20～30㎏）

大豆、枝豆向け一発肥料。
窒素成分の約7割が緩効性肥料

N P K
25 10 8

商品特長

ジェイカムアグリ

19

園芸肥料【野菜向け】
エコレット808 20kg入

豚ぷん堆肥を約50％使用することで
低コスト化を実現。粒状のため、
まきやすく機械散布も可能。
あらゆる作物に使用出来ます。

N P K
8 10 8

商品特長

朝日アグリア

はつらつ君666 20kg入

全窒素のうち、約半分がアミノ酸の
液肥。
トマト・イチゴなどの施設園芸向け

N P K
6 6 6

商品特長

朝日アグリア

畑楽くん 20kg入

被覆肥料（30日・90日）、有機約
25％、微量要素入りの省力肥料。
園芸作業の基肥・追肥に使えます。

商品特長

朝日アグリア

N
12
P
2
K
8
苦土
1

マンガン
0.1

ホウ素
0.05

ながいきねぎ専用 20kg入

JA長生オリジナルながいきねぎ専用
肥料。140日タイプの被覆窒素と
ジシアン化成、有機肥料を配合。

N
10

P
12

K
8
苦土
1

ホウ素
0.005

商品特長

片倉コープアグリ

NKグリーン30号 20kg入

10a当り　1～2袋

N P K
16 0 14

長年使い続けられている
野菜専用追肥
玉ねぎ・そら豆等幅広く使用

商品特長

サンアグロ

野菜追肥専用S842 20kg入

追肥専用肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態窒素
が約5割含まれる。

N P K
18 4 12

商品特長

ジェイカムアグリ

園芸追肥

げんきくん果菜200 20kg入

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、
ピートモスを混合した透水性・
保水性に優れた培土
約26ℓ

N P K
200 3000 150 （㎎/ℓ）

商品特長

片倉コープアグリ

ニッピ良菜培土SP200 15kg入

腐植質を入れ、軽く保水性の良い
葉菜向け培土
約25ℓ

商品特長

N P K
200 2500 200

苦土
200

日本肥糧

（㎎/ℓ）

その他園芸培土
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土づくり資材【石灰・窒素・苦土肥料】

顆粒消石灰ホープ 20kg入

10a当り60～200㎏

顆粒品。酸性土壌の矯正、石灰の
補給をします。
酸性の強い土壌：120～200㎏
酸性の弱い土壌： 60～100㎏

アルカリ
72

商品特長

吉澤石灰

消石灰P-70 20kg入

10a当り60～200㎏

粉状品。酸性土壌の矯正、石灰
の補給をします。
酸性の強い土壌：120～200㎏
酸性の弱い土壌： 60～100㎏

アルカリ
70

商品特長

吉澤石灰

畑のカルシウム 20kg入

水溶性カルシウムを約26％含んだ
作物のカルシウム欠乏対策や根
張り改善に適した肥料

商品特長

片倉コープアグリ

カルシウム
28.5

粒状貝化石 20kg入

ゆっくり効く土壌改良資材
各種ミネラルを豊富に含む

商品特長

サンアグロ

10a当り　3～5袋

アルカリ
35

苦土石灰（粉） 20kg入

10a当り120～160㎏

粉状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土
を補給します。

アルカリ
55

苦土
11

商品特長

吉澤石灰

硫安（細粒） 20㎏入

21%全量アンモニア態の速効性
窒素肥料。
硫酸の効果によりpＨを下げる
効果がある

商品特長

N
21

新ケミカル商事

尿素 20kg入

水に溶けやすいチッソ肥料

商品特長

N
46

サンアグロ

粒状 苦土石灰 20kg入

10a当り120～160㎏

粒状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土
を補給します。

アルカリ
55

苦土
10

商品特長

吉澤石灰

21

過石（粒） 17.5％ 20kg入

水溶性の速効性リン酸資材

P
17.5

商品特長

片倉コープアグリ

苦土過石（粒） 20kg入

片倉コープアグリ

P
17

苦土
3.5

く溶性苦土入り
リン酸資材

商品特長

粒状ようりん 20kg入

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材。

P
20

商品特長

苦土
12

朝日アグリア

粒状BMようりん 20kg入

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量要素入り。

P
20

苦土
12

マンガン
1

ホウ素
0.5

商品特長

朝日アグリア

ケイカル（粒） 20㎏入

粒状品
健康な稲作りに必要なケイ酸を
補給
秋～冬に施用が効果的

ケイ酸
30

苦土
5

商品特長

村樫石灰工業

苦土重焼燐 20kg入

早効き・遅効きの2種類のリン酸を
含み、生育初期から後期まで肥効
が持続する高性能リン酸資材

P
35

苦土
4.5

商品特長

小野田化学工業

土づくり資材【窒素・苦土肥料・リン酸・ケイ酸】
石灰窒素（粒） 20kg入

土に成分が吸着されるため環境へ
の影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈り取り後の稲ワラ腐熟促進、
ジャンボタニシへの農薬登録あり

商品特長

N
20

片倉コープアグリ

硫マグ（粒） 20kg入

葉緑素の基、速効性苦土資材
基肥・追肥問わず施肥可能。

商品特長

苦土
25

ナイカイ商事
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土づくり資材【石灰・窒素・苦土肥料】

顆粒消石灰ホープ 20kg入

10a当り60～200㎏

顆粒品。酸性土壌の矯正、石灰の
補給をします。
酸性の強い土壌：120～200㎏
酸性の弱い土壌： 60～100㎏

アルカリ
72

商品特長

吉澤石灰

消石灰P-70 20kg入

10a当り60～200㎏

粉状品。酸性土壌の矯正、石灰
の補給をします。
酸性の強い土壌：120～200㎏
酸性の弱い土壌： 60～100㎏

アルカリ
70

商品特長

吉澤石灰

畑のカルシウム 20kg入

水溶性カルシウムを約26％含んだ
作物のカルシウム欠乏対策や根
張り改善に適した肥料

商品特長

片倉コープアグリ

カルシウム
28.5

粒状貝化石 20kg入

ゆっくり効く土壌改良資材
各種ミネラルを豊富に含む

商品特長

サンアグロ

10a当り　3～5袋

アルカリ
35

苦土石灰（粉） 20kg入

10a当り120～160㎏

粉状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土
を補給します。

アルカリ
55

苦土
11

商品特長

吉澤石灰

硫安（細粒） 20㎏入

21%全量アンモニア態の速効性
窒素肥料。
硫酸の効果によりpＨを下げる
効果がある

商品特長

N
21

新ケミカル商事

尿素 20kg入

水に溶けやすいチッソ肥料

商品特長

N
46

サンアグロ

粒状 苦土石灰 20kg入

10a当り120～160㎏

粒状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土
を補給します。

アルカリ
55

苦土
10

商品特長

吉澤石灰

21

過石（粒） 17.5％ 20kg入

水溶性の速効性リン酸資材

P
17.5

商品特長

片倉コープアグリ

苦土過石（粒） 20kg入

片倉コープアグリ

P
17

苦土
3.5

く溶性苦土入り
リン酸資材

商品特長

粒状ようりん 20kg入

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材。

P
20

商品特長

苦土
12

朝日アグリア

粒状BMようりん 20kg入

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量要素入り。

P
20

苦土
12

マンガン
1

ホウ素
0.5

商品特長

朝日アグリア

ケイカル（粒） 20㎏入

粒状品
健康な稲作りに必要なケイ酸を
補給
秋～冬に施用が効果的

ケイ酸
30

苦土
5

商品特長

村樫石灰工業

苦土重焼燐 20kg入

早効き・遅効きの2種類のリン酸を
含み、生育初期から後期まで肥効
が持続する高性能リン酸資材

P
35

苦土
4.5

商品特長

小野田化学工業

土づくり資材【窒素・苦土肥料・リン酸・ケイ酸】
石灰窒素（粒） 20kg入

土に成分が吸着されるため環境へ
の影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈り取り後の稲ワラ腐熟促進、
ジャンボタニシへの農薬登録あり

商品特長

N
20

片倉コープアグリ

硫マグ（粒） 20kg入

葉緑素の基、速効性苦土資材
基肥・追肥問わず施肥可能。

商品特長

苦土
25

ナイカイ商事
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土づくり資材【リン酸・加里・ケイ酸・微量要素材】

マルチサポート2号 20kg入

苦土、ケイ酸、微量要素がバランス
よく配合されており、倒伏軽減、
登熟向上が期待できます。
基肥・中間追肥どちらも施用可。

商品特長

苦土 ケイ酸 マンガン
12 20 0.2

ホウ素
0.2

小野田化学工業

けい酸加里 20kg入

（水稲・園芸向け肥料）
ゆっくり効くカリとケイ酸が、高温
障害対策、倒伏軽減に役立ちます。
基肥施肥も可能。

加里
20

ケイ酸
34

苦土
4

ホウ素
0.1

商品特長

開発肥料

農力アップスーパー60 20kg入

ケイ酸の吸収利用率が高く、
倒伏しにくい健康な稲づくりに
効果的。含有する鉄・マンガンが
根を守ります。

商品特長

ケイ酸 アルカリ 苦土 マンガン
20 40 21

産業振興

10a当り　3袋（60㎏）

まかい4 20kg入

ようりん・苦土石灰・微量要素・
腐植酸の4種類が1粒になった、
まきやすい土壌改良資材。

商品特長

P
5
苦土
10

マンガン
0.2

アルカリ
45

ホウ素
0.1

朝日アグリア

粒状フミンPS23号 20kg入

粒状品ようりんとケイカルを
混合した土壌改良資材。

商品特長

P 苦土
5 7

アルカリ
40

朝日アグリア

レオグリーン特号 20kg入

10a当り　約10袋

ペレット型堆肥

商品特長

朝日アグリア

ハイフミンハイブリッド 20㎏入

良質な腐植物質を豊富に含んでいる
ので、根の活性・根張りを良くします。
有用微生物のトリコデルマ菌の働き
により微生物環境改善・作物活性促進

商品特長

日本肥糧

土壌改良資材

ネバリン 20kg入

水溶化腐植入り土壌改良資材
腐植酸の溶出がゆっくり長期間継続
します。健全な根張りと生育、品質・
収量アップ

商品特長

使用量　畑：4～5袋/10a
　　　　水田：2～3袋/10a

日本肥糧

省力的堆肥
腐植酸の効果で根張り、肥料の
もちの向上が期待できる

23

土づくり資材【堆肥・有機質資材】
小櫃発酵ケイフン（細粒） 15kg入

中温発酵によってできた有機肥料
ですから、有効微生物を増殖し
土壌を肥沃にします。

商品特長

JAきみつ

牧場のめぐみ 17kg入

微生物の働きにより、
土が元気になり果樹・野菜にも
効果を発揮します。

商品特長

鈴木産業

菜種油粕 20kg入

一般的な有機質肥料

商品特長

N P K
5.3～5 2 1

Jオイルミルズ

みのり堆肥 20㎏入

樹皮を高温発酵、熟成した堆肥。

商品特長

富士見工業

お問い合わせ先
南部営農購買センター TEL 0475-42-4343
北部営農購買センター TEL 0475-33-7007
西部営農購買センター TEL 0475-35-3001

獣
害
対
策
お
済
み
で
す
か
？

御
見
積
も
お
気
軽
に
！！

お
問
い
合
わ
せ
は

各
セ
ン
タ
ー
へ
。
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タチガレエースM粉剤 1kg

三井化学アグロ

商品特長

使用量：育苗箱1箱当り6～8g
使用時期：は種前

苗立枯病などの防除と優れた
健苗育成効果。ムレ苗防止に
安定した効果。

カスミン液剤 500ｍｌ・20Ｌ

北興化学

商品特長

希釈倍数：4～8倍（5倍がおすすめ）
使用時期：覆土前

箱育苗で発生する各種細菌病
（もみ枯細菌病）に対して高い効果
を示す。いもち病にも効果。

テクリードCフロアブル 100・500ｍｌ

クミアイ化学

商品特長

希釈倍数：200倍
使用時期：浸種前
使用方法：24時間浸漬

ばか苗病を強力に抑える種子消毒剤
種子に浸透する力が強いため、陰干し
の作業を省いてもＯＫ。

フタバロンA粉剤 500g

北興化学

商品特長

覆土１L当り5ｇ
使用時期：覆土前
使用方法：覆土に均一に混和

カスミンとダコニールの混合剤
苗立枯病（リゾープス菌）、
もみ枯細菌、苗立枯細菌病に有効。

ヘルシードTフロアブル 100ml・500ml

商品特長

北興化学

希釈倍数：200倍
使用時期：浸種前
使用方法：24時間浸漬

種子伝染性のばか苗病や苗立枯病
の種子消毒剤。糸状菌病害から
細菌性病害まで効果を示す。

イチバン 500ml

商品特長

OATアグリオ

水150リットル当り
150ml～300ml
使用時期:育苗箱の消毒

瞬時浸漬または散布（ジョロ散布）
にて育苗箱を消毒。水洗、乾燥の
必要がない。

ナエファインフロアブル 100ml

クミアイ化学

商品特長

希釈倍数：1000～2000倍
使用液量：育苗箱１箱当り0.5～1ℓ
使用時期：は種時～緑化期

３つの苗立枯病菌（ピシウム、
リゾープス、フザリウム）に高い
効果と育苗箱内の根張り向上。

ダコレート水和剤 100g

クミアイ化学

商品特長

希釈倍数：400～1200倍
使用液量：育苗箱１箱当り0.5～1ℓ
使用時期：は種時～緑化期
但し、は種14日後まで

ダコニールとベンレートを混合した
苗立枯病剤。予防と治療の両面の
はたらきで的確な防除効果。

水稲育苗消毒剤 【育苗箱・培土・育苗】
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ブーンパディート箱粒剤 1kg・3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

処理後早めにいもち病の高い
抵抗力を示し長期間抑える。
ごま葉枯病や幅広い害虫にも有効。

クミアイ化学 バイエルクロップサイエンス

ルーチンコア箱粒剤 1kg・10kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：移植3日前～移植当日

いもち病、初期害虫に高い防除効果
を示す「低コスト」箱処理剤。

プリンス粒剤 1kg・10ｋｇ

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期：は種前～移植当日

播種時から使用できる。
播種前の床土混和処理も可能。
初期害虫～チョウ目害虫に対し
優れた効果。

北興化学

アドマイヤーCR箱粒剤 1kg・3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）は種時処理は×
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

クミアイ化学

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、
ウンカ類に対し高い防除効果を発揮。

フジワン粒剤 3kg

日本農薬

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期：緑化期から移植直前まで
10a当り:3～5kg(いもち病）
初発7～10日前(葉いもち)

苗質向上、ムレ苗防止、根の伸長
および発根促進、登熟歩合向上、
いもち病の予防に効果。

ダコニール1000 250ml・500ml

商品特長

クミアイ化学

希釈倍数：500～2000倍
使用液量：育苗箱1箱当り0.5～1ℓ
使用時期：は種時～緑化期
但し、は種14日後まで  
  
  
水稲育苗時の苗立枯病菌
（リゾープス）に高い効果。
ナエファインフロアブルとの
混用を推奨。  
  
  
  

水稲育苗消毒剤 【育苗箱・培土・育苗】

水稲育苗箱施用剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤 1kg・10kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）は種時処理は×
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

クミアイ化学

いもち病、紋枯れ病、初期害虫が
同時防除できる箱処理剤。
長い残効性が特長。

育苗箱施用剤は、同時に
複数の病害虫を防除
できるので、本田での
農薬散布を軽減し
省力化にもなるよ♪

い
も
ち
＋
紋
枯
れ
＋
殺
虫

い
も
ち
＋
殺
虫

殺
虫
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水稲育苗箱施用剤
ワンリード箱粒剤08 3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ
に対して長期間にわたって優れた
効果を発揮。

クミアイ化学

パダン粒剤4 3kg

商品特長

50ｇ～100ｇ/育苗箱1箱
使用時期:は種前又は移植当日

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ
などの初期害虫防除の他、
ジャンボタニシ（食害防止）に
効果あり。

協友アグリ

ユニハーブフロアブル 500ml

商品特長

10a当り：500ml
使用時期：植代時～移植7日前又は
移植時～ノビエ１葉期
但し、移植後30日まで

ノビエをはじめアゼナやホタルイ
にも高い効果。オモダカ防除に
特にお奨めの初期剤

北興化学

サキドリEW 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：植代後～移植前7日、または
移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

発生前のノビエ・コナギ・ホタルイ・
アゼナに高い効果。雑草イネ対策剤
としても有効。

クミアイ化学

水稲除草剤  【初期剤】

エリジャン乳剤 300ml

商品特長

10a当り：300ml　
使用時期：植代後～移植7日前又は
移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

初中期一発剤・中期剤との
体系処理推奨。ノビエ・ホタルイ・
アゼナなどに高い効果。

シンジェンタジャパン

ダッシュワンフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り：500ml
使用時期：植代時～移植7日前又は
移植時～ノビエ１葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ、ホタルイに高い効果。
クログワイ防除に特にお奨めの
初期剤。

北興化学

バリアード箱粒剤 3kg

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植2日前～移植当日

日本農薬

オンコル粒剤5 3kg

商品特長

50g/育苗箱１箱
使用時期:移植3日前～移植当日

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ
の防除。3㎏1袋で育苗箱60枚に
使用可能。

OATアグリオ

殺
虫

初期害虫を防除。カーバメイト
剤抵抗性のイネドロオイムシに
優れた効果。  
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ブーンパディート箱粒剤 1kg・3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

処理後早めにいもち病の高い
抵抗力を示し長期間抑える。
ごま葉枯病や幅広い害虫にも有効。

クミアイ化学 バイエルクロップサイエンス

ルーチンコア箱粒剤 1kg・10kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：移植3日前～移植当日

いもち病、初期害虫に高い防除効果
を示す「低コスト」箱処理剤。

プリンス粒剤 1kg・10ｋｇ

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期：は種前～移植当日

播種時から使用できる。
播種前の床土混和処理も可能。
初期害虫～チョウ目害虫に対し
優れた効果。

北興化学

アドマイヤーCR箱粒剤 1kg・3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）は種時処理は×
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

クミアイ化学

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、
ウンカ類に対し高い防除効果を発揮。

フジワン粒剤 3kg

日本農薬

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期：緑化期から移植直前まで
10a当り:3～5kg(いもち病）
初発7～10日前(葉いもち)

苗質向上、ムレ苗防止、根の伸長
および発根促進、登熟歩合向上、
いもち病の予防に効果。

ダコニール1000 250ml・500ml

商品特長

クミアイ化学

希釈倍数：500～2000倍
使用液量：育苗箱1箱当り0.5～1ℓ
使用時期：は種時～緑化期
但し、は種14日後まで  
  
  
水稲育苗時の苗立枯病菌
（リゾープス）に高い効果。
ナエファインフロアブルとの
混用を推奨。  
  
  
  

水稲育苗消毒剤 【育苗箱・培土・育苗】

水稲育苗箱施用剤
エバーゴルフォルテ箱粒剤 1kg・10kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）は種時処理は×
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

クミアイ化学

いもち病、紋枯れ病、初期害虫が
同時防除できる箱処理剤。
長い残効性が特長。

育苗箱施用剤は、同時に
複数の病害虫を防除
できるので、本田での
農薬散布を軽減し
省力化にもなるよ♪

い
も
ち
＋
紋
枯
れ
＋
殺
虫

い
も
ち
＋
殺
虫

殺
虫
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水稲育苗箱施用剤
ワンリード箱粒剤08 3kg

商品特長

50ｇ/育苗箱１箱
※高密度には種する場合は1kg/10a
育苗箱（1箱当り50～100g）
使用時期：は種時（覆土前）～移植当日

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ
に対して長期間にわたって優れた
効果を発揮。

クミアイ化学

パダン粒剤4 3kg

商品特長

50ｇ～100ｇ/育苗箱1箱
使用時期:は種前又は移植当日

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ
などの初期害虫防除の他、
ジャンボタニシ（食害防止）に
効果あり。

協友アグリ

ユニハーブフロアブル 500ml

商品特長

10a当り：500ml
使用時期：植代時～移植7日前又は
移植時～ノビエ１葉期
但し、移植後30日まで

ノビエをはじめアゼナやホタルイ
にも高い効果。オモダカ防除に
特にお奨めの初期剤

北興化学

サキドリEW 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：植代後～移植前7日、または
移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

発生前のノビエ・コナギ・ホタルイ・
アゼナに高い効果。雑草イネ対策剤
としても有効。

クミアイ化学

水稲除草剤  【初期剤】

エリジャン乳剤 300ml

商品特長

10a当り：300ml　
使用時期：植代後～移植7日前又は
移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

初中期一発剤・中期剤との
体系処理推奨。ノビエ・ホタルイ・
アゼナなどに高い効果。

シンジェンタジャパン

ダッシュワンフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り：500ml
使用時期：植代時～移植7日前又は
移植時～ノビエ１葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ、ホタルイに高い効果。
クログワイ防除に特にお奨めの
初期剤。

北興化学

バリアード箱粒剤 3kg

商品特長

50g/育苗箱1箱
使用時期:移植2日前～移植当日

日本農薬

オンコル粒剤5 3kg

商品特長

50g/育苗箱１箱
使用時期:移植3日前～移植当日

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ
の防除。3㎏1袋で育苗箱60枚に
使用可能。

OATアグリオ

殺
虫

初期害虫を防除。カーバメイト
剤抵抗性のイネドロオイムシに
優れた効果。  
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水稲除草剤 【初中期一発 フロアブル】

カウントダウンフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ3.5葉、ホタルイ、オモダカ、
コウキヤガラ、クログワイ卓効。
雑草イネ対策に有効。

バイエルクロップサイエンス

バッチリLXフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り:500ｍｌ
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

ラオウフロアブル   500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ml
使用時期：移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで  
  
  

トップガン剤の後継剤。内容を
パワーアップさせただけでなく
従来よりも低価格を実現。

カチボシLフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生雑草、
イボクサ、クサネム等に卓効。

北興化学

プライオリティフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ
等を抑制。

クミアイ化学

エンペラーフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

シグナスフロアブル 500ml・2.5L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後1日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。ホタルイ、
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ
に優れた成分「アルテア」配合。

日産化学

サラブレッドKAIフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り:500ｍｌ
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。
幅広い雑草に優れた効果。

協友アグリ

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

クミアイ化学
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水稲除草剤 【初中期一発 フロアブル】

カイリキＺフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

カチボシLフロアブルのパワーアップ版。
クログワイ、オモダカ等の塊茎抑制
効果有。

北興化学

巻末に
【水稲低コスト大型規格農薬】の
予約注文書が掲載されています。

お見逃しなく！！

ラオウ 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで  
  
  

トップガン剤の配合成分を
パワーアップさせた後継剤。
しかも、従来よりも低価格を実現。

サラブレッドKAI 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り:1㎏
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効、幅広い雑草に
優れた効果。

協友アグリクミアイ化学

水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】

カチボシ 1キロ粒剤51 1kg・10kg

商品特長

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生
雑草、イボクサ、クサネム等に卓効。

北興化学

バッチリＬＸ 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り:1㎏
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

ディオーレフロアブル 500ml

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイ、オモダカ、クログワイ、
コウキヤガラに強い成分「アルテア」
を増強。ノビエの残効も強化。

日産化学

ボデーガードプロフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎形成
抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

田植同時可

田植同時可 田植同時可

田植同時可
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水稲除草剤 【初中期一発 フロアブル】

カウントダウンフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ3.5葉、ホタルイ、オモダカ、
コウキヤガラ、クログワイ卓効。
雑草イネ対策に有効。

バイエルクロップサイエンス

バッチリLXフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り:500ｍｌ
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

ラオウフロアブル   500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ml
使用時期：移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで  
  
  

トップガン剤の後継剤。内容を
パワーアップさせただけでなく
従来よりも低価格を実現。

カチボシLフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生雑草、
イボクサ、クサネム等に卓効。

北興化学

プライオリティフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ
等を抑制。

クミアイ化学

エンペラーフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り：500ｍｌ
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

シグナスフロアブル 500ml・2.5L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後1日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。ホタルイ、
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ
に優れた成分「アルテア」配合。

日産化学

サラブレッドKAIフロアブル 500ml・2L

商品特長

10ａ当り:500ｍｌ
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。
幅広い雑草に優れた効果。

協友アグリ

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

田植同時可

クミアイ化学
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水稲除草剤 【初中期一発 フロアブル】

カイリキＺフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

カチボシLフロアブルのパワーアップ版。
クログワイ、オモダカ等の塊茎抑制
効果有。

北興化学

巻末に
【水稲低コスト大型規格農薬】の
予約注文書が掲載されています。

お見逃しなく！！

ラオウ 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで  
  
  

トップガン剤の配合成分を
パワーアップさせた後継剤。
しかも、従来よりも低価格を実現。

サラブレッドKAI 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り:1㎏
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効、幅広い雑草に
優れた効果。

協友アグリクミアイ化学

水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】

カチボシ 1キロ粒剤51 1kg・10kg

商品特長

10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生
雑草、イボクサ、クサネム等に卓効。

北興化学

バッチリＬＸ 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り:1㎏
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

ディオーレフロアブル 500ml

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイ、オモダカ、クログワイ、
コウキヤガラに強い成分「アルテア」
を増強。ノビエの残効も強化。

日産化学

ボデーガードプロフロアブル 500ml・2L

商品特長

10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎形成
抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

田植同時可

田植同時可 田植同時可

田植同時可



30

水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】

エンペラー 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、収穫75日前まで

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

ディオーレ 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：１kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイ、オモダカ、クログワイ、
コウキヤガラに強い成分「アルテア」
を増強。ノビエの残効も強化。

日産化学

シグナス 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。
ホタルイ、クログワイ、オモダカ、
コウキヤガラに優れた成分
「アルテア」配合。

日産化学

1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎
形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

ウルフエース粒剤17 3kg

商品特長

低価格帯でありながら幅広い種類の
雑草に優れた効果。
ロングセラーの一発除草剤。

クミアイ化学

10ａ当り：3kg
使用時期：移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

スパークスター粒剤 3kg

商品特長

10ａ当り：3kg
使用時期：移植後5日～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

藻・表層剥離の予防効果あり。
クログワイ防除は初期剤との
体系で高い効果。

日産化学

プライオリティ 1キロ粒剤 1kg・10kg

クミアイ化学

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ等
を抑制。

センイチＭＸ 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

長い散布期間と殺草効果、効果発現
の速さが特長。イボクサ・藻類も抑制。

石原バイオサイエンス

田植同時可 田植同時可

田植同時可 田植同時可

田植同時可ボデーガードプロ 1キロ粒剤田植同時可
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水稲除草剤【初中期一発 ジャンボ剤】

センイチMXジャンボ 500g

商品特長

10a当り：500g（50g×10パック）
使用時期:移植後1日～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

長い散布期間と殺草効果、
効果発現の速さが特長。
イボクサ・藻類も抑制。

石原バイオサイエンス

バッチリLXジャンボ 400g・4kg

商品特長

10ａ当り:400ｇ（40ｇ×10パック）
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。  
  
  
  

協友アグリ

ラオウジャンボ 250g・750g

商品特長

10ａ当り：250g
使用時期：移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで"  
  
  
トップガン剤の配合成分をパワー
アップさせた後継剤。しかも、従来
よりも低価格を実現。

プライオリティジャンボ 250g・750g

商品特長

10ａ当り：250ｇ
使用時期：移植直後～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ等
を抑制。

クミアイ化学

クミアイ化学

ボデーガードプロジャンボ 300g・900g

商品特長

10ａ当り：300ｇ（パック10個）
使用時期：移植後5日～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎
形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

ジャンボ剤は、たっぷりの水
のチカラを使って拡がっていくんだよ！
田面が隠れる5～7㎝くらい水を

入れるのがポイント！

水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】
ゼータジャガー 1キロ粒剤 田植同時可 1kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ4葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ4葉から生育の進んだ
コウキヤガラまで有効。

住友化学

クサウェポン 1キロ粒剤   1kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

難防除雑草を白化して枯らすので
効果を実感しやすい。

三井化学アグロ

田植同時可
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水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】

エンペラー 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、収穫75日前まで

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

ディオーレ 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：１kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイ、オモダカ、クログワイ、
コウキヤガラに強い成分「アルテア」
を増強。ノビエの残効も強化。

日産化学

シグナス 1キロ粒剤 1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに長期残効。
ホタルイ、クログワイ、オモダカ、
コウキヤガラに優れた成分
「アルテア」配合。

日産化学

1kg・10kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎
形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

ウルフエース粒剤17 3kg

商品特長

低価格帯でありながら幅広い種類の
雑草に優れた効果。
ロングセラーの一発除草剤。

クミアイ化学

10ａ当り：3kg
使用時期：移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

スパークスター粒剤 3kg

商品特長

10ａ当り：3kg
使用時期：移植後5日～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

藻・表層剥離の予防効果あり。
クログワイ防除は初期剤との
体系で高い効果。

日産化学

プライオリティ 1キロ粒剤 1kg・10kg

クミアイ化学

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ等
を抑制。

センイチＭＸ 1キロ粒剤   1kg・10kg

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

長い散布期間と殺草効果、効果発現
の速さが特長。イボクサ・藻類も抑制。

石原バイオサイエンス

田植同時可 田植同時可

田植同時可 田植同時可

田植同時可ボデーガードプロ 1キロ粒剤田植同時可
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水稲除草剤【初中期一発 ジャンボ剤】

センイチMXジャンボ 500g

商品特長

10a当り：500g（50g×10パック）
使用時期:移植後1日～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

長い散布期間と殺草効果、
効果発現の速さが特長。
イボクサ・藻類も抑制。

石原バイオサイエンス

バッチリLXジャンボ 400g・4kg

商品特長

10ａ当り:400ｇ（40ｇ×10パック）
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。  
  
  
  

協友アグリ

ラオウジャンボ 250g・750g

商品特長

10ａ当り：250g
使用時期：移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで"  
  
  
トップガン剤の配合成分をパワー
アップさせた後継剤。しかも、従来
よりも低価格を実現。

プライオリティジャンボ 250g・750g

商品特長

10ａ当り：250ｇ
使用時期：移植直後～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ等
を抑制。

クミアイ化学

クミアイ化学

ボデーガードプロジャンボ 300g・900g

商品特長

10ａ当り：300ｇ（パック10個）
使用時期：移植後5日～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎
形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

バイエルクロップサイエンス

ジャンボ剤は、たっぷりの水
のチカラを使って拡がっていくんだよ！
田面が隠れる5～7㎝くらい水を

入れるのがポイント！

水稲除草剤  【初中期一発  粒剤】
ゼータジャガー 1キロ粒剤 田植同時可 1kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ4葉期
但し、移植後30日まで

ノビエ4葉から生育の進んだ
コウキヤガラまで有効。

住友化学

クサウェポン 1キロ粒剤   1kg

商品特長

10ａ当り：1kg
使用時期：移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

難防除雑草を白化して枯らすので
効果を実感しやすい。

三井化学アグロ

田植同時可
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水稲除草剤【中後期粒剤・藻の発生時】
アトトリ豆つぶ250 250g

特長

10ａ当り：250ｇ（湛水散布）
使用時期：移植後14日（稲5葉期以降）
～ノビエ4葉期
但し、収穫45日前まで

オモダカ矢尻葉3葉期、クログワイ、
コウキヤガラは草丈30cm、ノビエは
4葉期まで有効。

クミアイ化学

ウィードコア 1キロ粒剤   1kg

商品特長

ロイヤント乳剤 200ml

商品特長

モゲトン粒剤 3kg

商品特長

10ａ当り：2～3kg
使用時期：ウキクサ類、藻類の発生
始～発生盛期
但し、収穫45日前まで

ウキクサ類、藻類、表層剥離の
予防・治療剤（晴天時使用）
使用回数は3回まで

アグロカネショウ

クリンチャーバスME液剤 500ml

商品特長

10a当り：1000ml（水100Lに本剤2本）
使用時期：移植後15日～ノビエ5葉期
まで（収穫50日前まで）

取りこぼしたノビエ及び広葉雑草に
有効。落水及び浅水状態で散布。
※展着剤加用不可

北興化学

シアゲＭＦ １キロ粒剤 1kg

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植後20日～ノビエ4葉期まで
但し、収穫60日前まで

ノビエ４葉期、ホタルイ10㎝、
クログワイ30㎝、オモダカ矢じり
葉3葉期まで有効。  
  
  
  

三井化学アグロ

北興化学 クミアイ化学

ツイゲキ豆つぶ250 250g

商品特長

10ａ当り：250ｇ（湛水散布）
使用時期：移植後20日（稲5葉期以降）
～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで"  
  
  
アトトリ1袋分と15cm程度のホタルイ
を強力に抑える成分を組合せた
ハイスペックな新中後期剤。  
  
  
  

クミアイ化学

レブラス１キロ粒剤   1㎏・10㎏

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植後14日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

クログワイ、コウキヤガラ草丈30㎝、
オモダカ矢尻葉3葉期、ホタルイ10㎝、
ノビエ4葉期まで有効。

日産化学

10a当り：1㎏
使用時期：移植後7日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで  
  
  

30cmのオモダカ・クサネム、40㎝の
イボクサを速効的に叩く。可能な
範囲で深水を推奨。  
  
  
  

希釈倍数:500倍
使用時期：移植後20日～ノビエ5葉期
但し、収穫45日前まで

大きくなった60cmまでのイボクサや、
キシュウスズメノヒエを速効的に叩く。
局所散布。最後の切り札。  
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水稲用殺虫剤【ジャンボタニシ食害防止・カメムシ防除】

スクミンベイト3 2kg

商品特長

10a当り：2～4kg
使用時期：発生時

ジャンボタニシへの殺貝・食害防止
のダブル効果。使用時期・使用回数
の制限なし。

OATアグリオ

スクミノン 2kg

商品特長

10ａ当り：1～4kg
使用時期：収穫60日前まで（2回以内）

ジャンボタニシが摂食後30分で
麻痺を引き起こし、24時間後には
ほぼ死滅する。

クミアイ化学

ジャンボたにしくん 2kg

商品特長

10a当り：1～2kg
使用時期：収穫60日前まで（2回以内）

ジャンボタニシへの優れた殺貝効果。
粒径2～3mmで細かくてまきやすく、
安定した効果を発揮。

住友化学

ブラシントレボン粉剤DL 3kg

商品特長

10a当り：3～4kg
使用時期：収穫7日前まで

いもち病に対する予防と治療効果を
有しごま葉枯病にも効果。カメムシ類
(4㎏/10a)との同時防除可。

北興化学

キラップ粒剤 3kg

商品特長

10a当り:3kg
使用時期:出穂10日前～出穂期
（収穫14日前まで）

バイエルクロップサイエンス

カメムシ類に対して高い効果と
長い残効性有り。
出穂10日前～出穂期が適期。

スタークル粒剤 3kg

商品特長

10a当り：3㎏
使用時期：収穫7日前まで

各種カメムシ類に高い効果。
速やかに稲体内に吸収され、
斑点米を抑制。出穂期での
散布を推奨。

北興化学

スタークル豆つぶ 250g

商品特長

10ａ当り：250ｇ
使用時期：収穫7日前まで

畦畔からの投げ込みで簡単に
カメムシ防除。出穂期～穂揃期が
適期。浅めの湛水散布がポイント。

クミアイ化学

トレボン粉剤DL 3kg

商品特長

10ａ当り：3～4kg
使用時期：収穫7日前まで

カメムシを含む水稲の主要害虫に
対して幅広い効果。効果で高い
殺虫効果。

クミアイ化学
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水稲除草剤【中後期粒剤・藻の発生時】
アトトリ豆つぶ250 250g

特長

10ａ当り：250ｇ（湛水散布）
使用時期：移植後14日（稲5葉期以降）
～ノビエ4葉期
但し、収穫45日前まで

オモダカ矢尻葉3葉期、クログワイ、
コウキヤガラは草丈30cm、ノビエは
4葉期まで有効。

クミアイ化学

ウィードコア 1キロ粒剤   1kg

商品特長

ロイヤント乳剤 200ml

商品特長

モゲトン粒剤 3kg

商品特長

10ａ当り：2～3kg
使用時期：ウキクサ類、藻類の発生
始～発生盛期
但し、収穫45日前まで

ウキクサ類、藻類、表層剥離の
予防・治療剤（晴天時使用）
使用回数は3回まで

アグロカネショウ

クリンチャーバスME液剤 500ml

商品特長

10a当り：1000ml（水100Lに本剤2本）
使用時期：移植後15日～ノビエ5葉期
まで（収穫50日前まで）

取りこぼしたノビエ及び広葉雑草に
有効。落水及び浅水状態で散布。
※展着剤加用不可

北興化学

シアゲＭＦ １キロ粒剤 1kg

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植後20日～ノビエ4葉期まで
但し、収穫60日前まで

ノビエ４葉期、ホタルイ10㎝、
クログワイ30㎝、オモダカ矢じり
葉3葉期まで有効。  
  
  
  

三井化学アグロ

北興化学 クミアイ化学

ツイゲキ豆つぶ250 250g

商品特長

10ａ当り：250ｇ（湛水散布）
使用時期：移植後20日（稲5葉期以降）
～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで"  
  
  
アトトリ1袋分と15cm程度のホタルイ
を強力に抑える成分を組合せた
ハイスペックな新中後期剤。  
  
  
  

クミアイ化学

レブラス１キロ粒剤   1㎏・10㎏

商品特長

10a当り：1kg
使用時期：移植後14日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

クログワイ、コウキヤガラ草丈30㎝、
オモダカ矢尻葉3葉期、ホタルイ10㎝、
ノビエ4葉期まで有効。

日産化学

10a当り：1㎏
使用時期：移植後7日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで  
  
  

30cmのオモダカ・クサネム、40㎝の
イボクサを速効的に叩く。可能な
範囲で深水を推奨。  
  
  
  

希釈倍数:500倍
使用時期：移植後20日～ノビエ5葉期
但し、収穫45日前まで

大きくなった60cmまでのイボクサや、
キシュウスズメノヒエを速効的に叩く。
局所散布。最後の切り札。  
  
  
  

33

水稲用殺虫剤【ジャンボタニシ食害防止・カメムシ防除】

スクミンベイト3 2kg

商品特長

10a当り：2～4kg
使用時期：発生時

ジャンボタニシへの殺貝・食害防止
のダブル効果。使用時期・使用回数
の制限なし。

OATアグリオ

スクミノン 2kg

商品特長

10ａ当り：1～4kg
使用時期：収穫60日前まで（2回以内）

ジャンボタニシが摂食後30分で
麻痺を引き起こし、24時間後には
ほぼ死滅する。

クミアイ化学

ジャンボたにしくん 2kg

商品特長

10a当り：1～2kg
使用時期：収穫60日前まで（2回以内）

ジャンボタニシへの優れた殺貝効果。
粒径2～3mmで細かくてまきやすく、
安定した効果を発揮。

住友化学

ブラシントレボン粉剤DL 3kg

商品特長

10a当り：3～4kg
使用時期：収穫7日前まで

いもち病に対する予防と治療効果を
有しごま葉枯病にも効果。カメムシ類
(4㎏/10a)との同時防除可。

北興化学

キラップ粒剤 3kg

商品特長

10a当り:3kg
使用時期:出穂10日前～出穂期
（収穫14日前まで）

バイエルクロップサイエンス

カメムシ類に対して高い効果と
長い残効性有り。
出穂10日前～出穂期が適期。

スタークル粒剤 3kg

商品特長

10a当り：3㎏
使用時期：収穫7日前まで

各種カメムシ類に高い効果。
速やかに稲体内に吸収され、
斑点米を抑制。出穂期での
散布を推奨。

北興化学

スタークル豆つぶ 250g

商品特長

10ａ当り：250ｇ
使用時期：収穫7日前まで

畦畔からの投げ込みで簡単に
カメムシ防除。出穂期～穂揃期が
適期。浅めの湛水散布がポイント。

クミアイ化学

トレボン粉剤DL 3kg

商品特長

10ａ当り：3～4kg
使用時期：収穫7日前まで

カメムシを含む水稲の主要害虫に
対して幅広い効果。効果で高い
殺虫効果。

クミアイ化学



34

水稲用殺菌剤【いもち病・紋枯れ病・稲こうじ病】
フジワンモンカット粒剤 3kg

商品特長

10a当り：3～4kg
使用時期：出穂30～10日前
但し、収穫30日前まで

いもち・紋枯病に優れた防除効果
と残効性が期待。4kg処理で
稲こうじ病にも有効（/10a）

日本農薬

モンガリット粒剤 3kg

商品特長

使用量：10a当たり3～4kg
使用時期：収穫45日前まで

紋枯病・稲こうじ病等に有効。
稲での使用時期は出穂2～3週間前 
  
  
  

三井化学アグロ

オリブライト250Ｇ   250g

商品特長

10ａ当り：250ｇ
使用時期：出穂10日前まで
但し、収穫45日前まで

いもち病と紋枯れ病、穂枯れ
（ごま葉枯病菌）の防除。
治療効果も有。
畦畔から投げ込む豆つぶ剤型。  
  
  
  

クミアイ化学

ブラシン粉剤DL 3kg

商品特長

使用量：10a当たり3～4kg
使用時期：収穫7日前まで

いもち病に対して治療と予防効果
を有し、ごま葉枯病や穂枯れ性病害
にも有効。

北興化学

茎葉処理除草剤

バスタ液剤 2.2L 他

商品特長

10a当り：薬剤500ml～1000ml
少水量散布 希釈水量30ℓ～40ℓ
作物名：水稲畦畔収穫7日前まで
一年生、多年生雑草草丈30㎝以下    

オヒシバ、オオアレチノギクを
はじめ、幅広い種類の雑草に
高い効果。根を枯らさない。

BASFジャパン

タッチダウンiQ 6L 他

商品特長

希釈倍数:25～100倍

散布後3～7日で枯れ始め、
根までしっかり浸透し、
約60日間雑草を抑制する。

シンジェンタジャパン

プリグロックスＬ   1L・5L

商品特長

希釈倍数:50～100倍

かかった所だけ枯れるので、畝間や
斜面の防除に最適。ヒエ多発圃場
の稲刈取後散布で翌年の発生
密度減。

シンジェンタジャパン

ラウンドアップマックスロード 5.5L 他

商品特長

希釈倍数:25～100倍
使用時期：スギナ25倍5月散布
　　　　　多年生雑草50倍
　　　　　一年生雑草100倍

葉に散布された薬剤は速やか
に吸収され植物体内を移行し
根まで枯らす。

日産化学
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茎葉処理除草剤・その他
ザクサ液剤 5Ｌ・他

商品特長

希釈倍数:100～200倍
使用時期:水田畦畔収穫7日前まで

スギナ、ツユクサに100倍で効果
水田畦畔ではダイロンゾルとの
混用を推奨（右記参照→）  
  
  
  

北興化学

ダイロンゾル 500ml

商品特長

希釈倍数:400倍
使用時期：雑草発生前～雑草生育初期

水田畦畔にて雑草発生初期までの
使用、雑草生育期にザクサ液剤
（100倍）との混用で除草作業の
回数減。

北興化学

詳しくは農機センター（TEL46-0024）へお尋ねください。

共同購入トラクター

型式：SL33LFMAEP
ロプス仕様

313.5
大容量48L燃料タンク ノークラッチ変速
概ね1日無給油での作業が可能 ノークラッチで増減速、前後進切替が可能

メーカー希望小売価格

万円
（税込）

中型
33馬力

ク
ラ
ス

基本型式SL33L

395.7 万円（税込） 453.6 万円（税込）
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育苗用パイプハウスセット

家庭用ミニ温室

エ
フ
ク
リ
ー
ン
仕
様
例

お見積り、工事についてもお気軽にお問い合わせください！
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水稲用育苗箱 太陽シート

ミラシート クリンクリーナー

ダイライト

ハウス補修テープ 菌糸パワーEX  

アルミ層が太陽光を反射し、
シート内の温度上昇を抑える
ため、ハウス内が高温になっ
ても、ハウス換気が不要なベ
タ掛けシートです。

水稲育苗の保温、緑化、硬化用その他各種
ハウス作物の育苗用に幅広くご利用いただ
けます。

規　　格

0.3ｍｍ×210㎝×25ｍ 0.3ｍｍ×230ｍ×50ｍ

0.3ｍｍ×210㎝×50ｍ 0.3ｍｍ×270㎝×50ｍ

0.3ｍｍ×230㎝×25ｍ

規格（巾×奥行×高）／470×285×550mm　重量／7kg

商品名

塩水選かご（36ℓ）
ダイライト T-300F
ダイライト RL-300ℓ
ダイライト フタT-300用
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次世代の農業に向けた取り組み～充実してきたアプリの数々～
　今回は、「初期投資を抑えながら活用できるスマート農業」にスポットを当て、皆様が日常的に使用しているスマートフォンで身近に利用
できるアプリについてご紹介いたします。

■ 複雑になりがちな圃場管理の救世主「Z-GIS®」
　どうしても管理する圃場数が多くなると一つひとつの栽培履歴等をこまめに記帳するのも一苦労です。そんな中でおすすめしたいのが、
圃場管理の効率化を目指した全農営農管理システム「Z-GIS®」です。ＪＡ全農ちば・営農企画課の高橋さんにお話を伺いました。
「地図上の圃場の形に合わせて作成したポリゴン（圃場）とMicrosoft Excelで管理する圃場の情報を紐づけて管理するシステムです。また、
クラウドシステム（データを管理する部屋）を活用することができ、１つのデータを離れた場所や複数名で共有して使用することができます。」

■「でるたTM」で水稲の出穂期予測を誰でも簡単に

水稲生育予測と一緒に活用したい肥料・農薬

　一方で、水稲に特化したスマートフォン用アプリとして千葉県農林総合研究センターが
開発したのが、水稲生育予測システム「でるたTM」です。

「当年や過去 10年間の気象庁によるアメダスデータ、品種、移植日の情報から水稲の出穂
期を予測します。その出穂期の予測をもとに穂肥や斑点米カメムシ類対策等の作業適期の
目安を表示するシステムです。」（長生農業事務所・佐藤さん）

　現場の生産者さんから今年の水稲の生育状況を質問されることが多く、誰でも簡単に
その年の生育予測ができるツールの必要性を感じていたという佐藤さん。このアプリを上
手に活用すれば、今までは生産者の感や経験に頼っていた穂肥や病害虫の防除、適期管
理などが、エビデンス（証拠･根拠）に基づいて行えることから、生産者の強い味方になる
と言います。
スマートフォンがあれば誰でも簡単に利用できることを目指しただけあって表示もシンプ
ル。アプリを起動させてから目的の画面に遷移するまで迷う事はありません。また、データ量
が多いシステムでは表示するまでに時間がかかることも有りますが、「でるたTM」はそうした
心配はなく、ストレスなく使えるのが特長です。無料で利用できるのも大きなメリットです。

　しかしながら、いかなる優秀なシステムでも気になるのは作業性です。
操作や扱いが難しすぎることはないのでしょうか？
「ご自宅のパソコンなどで今まで管理されていたExcelデータがあれば、
そのまま継続して使うことができます。また、複数台のスマートフォンや
タブレットで情報を共有することができますが、印刷が自由にできるの
でスマート機器に不慣れな方ともコミュニケーションを取ることが可能です。」
　現在も生産者の声を反映して、適宜システムのアップデートを図っている
との事で、徹底した利用者目線で設計された「Z-GIS®」。
          
圃場管理の効率化以外にも、事業承継や次世代への引き継ぎのための
営農情報整理や気象データを活用した好適な栽培作業など、想定される
活用場面は多岐に渡るので可能性の大きさを感じます。
          
　利用料は月額220円（税込）からと、様々な企業が提供する営農管理シス
テムの中でもコストパフォーマンスに優れているとの事。導入のハードルが
低いのも嬉しいですね。

▲「Z-GIS®」の管理画面
視認性に優れてイメージしやすい。また、天気予報のほか、積算気温
や降水量（当年データ・平年比較など）の精細な気象情報も利用でき
るという。外部アプリケーション（栽培管理支援システム「ザルビオ®
フィールドマネージャー」）との連携も可能。

▲「でるたTM」のアプリ表示画面

●化成17-0-17
（20kg）

●軽量追肥15
（15kg） ●スタークル

豆つぶ
●オリブライト
250G

水稲用追肥 本田防除剤

企画･構成／高橋和照（クミアイ化学工業（株））取材協力／全農千葉県本部営農企画課、長生農業事務所改良普及課、サンアグロ（株）

品種やそのときの葉色にもよる
が、穂への効果を考えると、出
穂18日前までに穂肥は終えて
おきたいところだ。 「でるたTM」
と合わせて、登熟歩合の向上や
収量増加などを狙いたい。

斑点米を誘発する
カメムシ類は、出穂
直後に水田内へ飛
来することが多い。
的確に出穂期を予
測し、カメムシ防除
剤の効果を最大限
発揮させたい。

紋枯れ病やいもち病
は、箱剤で予防する
のが主流だが、それ
でも出てしまった場
合に使える治療効
果を有した本田剤。
出穂10日前までに
散布する。
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本所（融資課） ☎24 - 5 1 2 0
一 宮 支 所  ☎42 - 3 7 0 0
睦 沢 支 所  ☎44 - 1 2 3 1

高 根 支 所  ☎32 - 2 2 1 6
白 子 支 所  ☎33 - 2 1 4 1
日 吉 支 所  ☎35 - 2 0 0 5

長 南 支 所  ☎46 - 1 2 2 3
本 納 支 所  ☎34 - 2 2 3 3
茂 原 支 所  ☎24 - 5 1 1 8

市外局番 0475

各種ローン・共済についてのご相談は
JA長生の窓口までお気軽にどうぞ！！

http://www.ja-chosei.or.jp/ JA 長生

■BK

　組合員の皆様におかれましては、日頃よりJA各事業につき、格別なるご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

　コロナ禍により停滞していた世界経済が、昨年前半から急激に活性化しており、

原油・天然ガスといったエネルギー価格の上昇が続いております。

　また、穀物価格の上昇により、生産に必要な肥料をはじめ、資材も需要の増加や

円安の影響を受けて高騰が続いています。

　国は、肥料価格高騰対策事業により、肥料コスト上昇分の一部を支援することが

決定しましたが、具体的な支援方法等については、明確にしておりません。このこと

については、詳しいことが決まりましたら、広報誌等を通じて組合員の皆様へ周知し

てまいります。

　春肥については、例年並みの供給品の確保に努めておりますが、状況によっては、

供給数量不足が懸念されます。

　このような厳しい状況の中、肥料の安定供給に向け、予約購買制度に基づいた取り

組みを行います。つきましては、このガイドブックをご参照の上、折込の注文書にて

お申込みいただきますようお願いいたします。

　注文書の回収につきましては、10月14日（金）までにJA担当職員がお伺いいたします。

　生産資材高騰が続く中、肥料大口予約奨励（2ページ参照）を本年も継続いたします。

また、集約銘柄肥料の導入、土壌診断による施肥設計、農薬の大型規格による生産

コスト削減に向けた取り組みを実施しておりますので是非、ご利用くださいますよう

お願いいたします。

2022年9月
長生農業協同組合

令和5年度肥料・農薬予約注文、

購買ガイドブックについて

協力機関一覧

（指導機関）
長生農業事務所

（肥料メーカー）
サンアグロ株式会社
朝日アグリア株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）
クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFジャパン株式会社
石原バイオサイエンス株式会社
住友化学株式会社

（資材メーカー）
平林物産株式会社
株式会社カクイチ

（生活資材メーカー）
株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）
JA長生 JA全農ちば



次世代の農業に向けた取り組み～充実してきたアプリの数々～
　今回は、「初期投資を抑えながら活用できるスマート農業」にスポットを当て、皆様が日常的に使用しているスマートフォンで身近に利用
できるアプリについてご紹介いたします。

■ 複雑になりがちな圃場管理の救世主「Z-GIS®」
　どうしても管理する圃場数が多くなると一つひとつの栽培履歴等をこまめに記帳するのも一苦労です。そんな中でおすすめしたいのが、
圃場管理の効率化を目指した全農営農管理システム「Z-GIS®」です。ＪＡ全農ちば・営農企画課の高橋さんにお話を伺いました。
「地図上の圃場の形に合わせて作成したポリゴン（圃場）とMicrosoft Excelで管理する圃場の情報を紐づけて管理するシステムです。また、
クラウドシステム（データを管理する部屋）を活用することができ、１つのデータを離れた場所や複数名で共有して使用することができます。」

■「でるたTM」で水稲の出穂期予測を誰でも簡単に

水稲生育予測と一緒に活用したい肥料・農薬

　一方で、水稲に特化したスマートフォン用アプリとして千葉県農林総合研究センターが
開発したのが、水稲生育予測システム「でるたTM」です。

「当年や過去 10年間の気象庁によるアメダスデータ、品種、移植日の情報から水稲の出穂
期を予測します。その出穂期の予測をもとに穂肥や斑点米カメムシ類対策等の作業適期の
目安を表示するシステムです。」（長生農業事務所・佐藤さん）

　現場の生産者さんから今年の水稲の生育状況を質問されることが多く、誰でも簡単に
その年の生育予測ができるツールの必要性を感じていたという佐藤さん。このアプリを上
手に活用すれば、今までは生産者の感や経験に頼っていた穂肥や病害虫の防除、適期管
理などが、エビデンス（証拠･根拠）に基づいて行えることから、生産者の強い味方になる
と言います。
スマートフォンがあれば誰でも簡単に利用できることを目指しただけあって表示もシンプ
ル。アプリを起動させてから目的の画面に遷移するまで迷う事はありません。また、データ量
が多いシステムでは表示するまでに時間がかかることも有りますが、「でるたTM」はそうした
心配はなく、ストレスなく使えるのが特長です。無料で利用できるのも大きなメリットです。

　しかしながら、いかなる優秀なシステムでも気になるのは作業性です。
操作や扱いが難しすぎることはないのでしょうか？
「ご自宅のパソコンなどで今まで管理されていたExcelデータがあれば、
そのまま継続して使うことができます。また、複数台のスマートフォンや
タブレットで情報を共有することができますが、印刷が自由にできるの
でスマート機器に不慣れな方ともコミュニケーションを取ることが可能です。」
　現在も生産者の声を反映して、適宜システムのアップデートを図っている
との事で、徹底した利用者目線で設計された「Z-GIS®」。
          
圃場管理の効率化以外にも、事業承継や次世代への引き継ぎのための
営農情報整理や気象データを活用した好適な栽培作業など、想定される
活用場面は多岐に渡るので可能性の大きさを感じます。
          
　利用料は月額220円（税込）からと、様々な企業が提供する営農管理シス
テムの中でもコストパフォーマンスに優れているとの事。導入のハードルが
低いのも嬉しいですね。

▲「Z-GIS®」の管理画面
視認性に優れてイメージしやすい。また、天気予報のほか、積算気温
や降水量（当年データ・平年比較など）の精細な気象情報も利用でき
るという。外部アプリケーション（栽培管理支援システム「ザルビオ®
フィールドマネージャー」）との連携も可能。

▲「でるたTM」のアプリ表示画面

●化成17-0-17
（20kg）

●軽量追肥15
（15kg） ●スタークル

豆つぶ
●オリブライト
250G

水稲用追肥 本田防除剤

企画･構成／高橋和照（クミアイ化学工業（株））取材協力／全農千葉県本部営農企画課、長生農業事務所改良普及課、サンアグロ（株）

品種やそのときの葉色にもよる
が、穂への効果を考えると、出
穂18日前までに穂肥は終えて
おきたいところだ。 「でるたTM」
と合わせて、登熟歩合の向上や
収量増加などを狙いたい。

斑点米を誘発する
カメムシ類は、出穂
直後に水田内へ飛
来することが多い。
的確に出穂期を予
測し、カメムシ防除
剤の効果を最大限
発揮させたい。

紋枯れ病やいもち病
は、箱剤で予防する
のが主流だが、それ
でも出てしまった場
合に使える治療効
果を有した本田剤。
出穂10日前までに
散布する。
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本所（融資課） ☎24 - 5 1 2 0
一 宮 支 所  ☎42 - 3 7 0 0
睦 沢 支 所  ☎44 - 1 2 3 1

高 根 支 所  ☎32 - 2 2 1 6
白 子 支 所  ☎33 - 2 1 4 1
日 吉 支 所  ☎35 - 2 0 0 5

長 南 支 所  ☎46 - 1 2 2 3
本 納 支 所  ☎34 - 2 2 3 3
茂 原 支 所  ☎24 - 5 1 1 8

市外局番 0475

各種ローン・共済についてのご相談は
JA長生の窓口までお気軽にどうぞ！！

http://www.ja-chosei.or.jp/ JA 長生

■BK

　組合員の皆様におかれましては、日頃よりJA各事業につき、格別なるご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

　コロナ禍により停滞していた世界経済が、昨年前半から急激に活性化しており、

原油・天然ガスといったエネルギー価格の上昇が続いております。

　また、穀物価格の上昇により、生産に必要な肥料をはじめ、資材も需要の増加や

円安の影響を受けて高騰が続いています。

　国は、肥料価格高騰対策事業により、肥料コスト上昇分の一部を支援することが

決定しましたが、具体的な支援方法等については、明確にしておりません。このこと

については、詳しいことが決まりましたら、広報誌等を通じて組合員の皆様へ周知し

てまいります。

　春肥については、例年並みの供給品の確保に努めておりますが、状況によっては、

供給数量不足が懸念されます。

　このような厳しい状況の中、肥料の安定供給に向け、予約購買制度に基づいた取り

組みを行います。つきましては、このガイドブックをご参照の上、折込の注文書にて

お申込みいただきますようお願いいたします。

　注文書の回収につきましては、10月14日（金）までにJA担当職員がお伺いいたします。

　生産資材高騰が続く中、肥料大口予約奨励（2ページ参照）を本年も継続いたします。

また、集約銘柄肥料の導入、土壌診断による施肥設計、農薬の大型規格による生産

コスト削減に向けた取り組みを実施しておりますので是非、ご利用くださいますよう

お願いいたします。

2022年9月
長生農業協同組合

令和5年度肥料・農薬予約注文、

購買ガイドブックについて

協力機関一覧

（指導機関）
長生農業事務所

（肥料メーカー）
サンアグロ株式会社
朝日アグリア株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）
クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFジャパン株式会社
石原バイオサイエンス株式会社
住友化学株式会社

（資材メーカー）
平林物産株式会社
株式会社カクイチ

（生活資材メーカー）
株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）
JA長生 JA全農ちば





購買ガイドブック

ご予約は令和4年10月14日までにお願いします。

令和5年度

南部営農購買センター　☎42-4343　FAX42-4342
　　　　　　　　　　 【担当地区／一宮・睦沢・長生】
北部営農購買センター　☎33-7007　FAX33-6017
　　　　　　　　　　 【担当地区／白子・本納・東郷】
西部営農購買センター　☎35-3001　FAX35-2007
　　　　　　　　　　 【担当地区／長柄・長南・茂原】

※営業時間は８：３０～１７：００までとなります。
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長生農業協同組合

ながいき市場　住所：茂原市六ツ野3981-1 ＴＥＬ：44-6800

農産物直売所 ながいき市場

○毎週月曜…お米の日
○毎週火曜…トマトの日
○毎週水曜…ポイント2倍DAY
○毎週木曜…肉の日
○毎週金曜…たまごの日

毎月お得な特売日！
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第2駐車場

茂原市六ツ野 3981-1




