
トップガンＲフロアブルマイルドコシ専用２００マイルドコシ専用２００

予約価格 3,550円

エムコート022エムコート022エムコート022 20kg

予約価格 3,650円

マイルドコシ専用２００ 20kg

新登場環境保
全型

予約価格 500ml：2,850円

トップガンＲフロアブル

カウンシルエナジージャンボカウンシルエナジージャンボカウンシルエナジージャンボ ウィナー1㌔粒・ジャンボウィナー1㌔粒・ジャンボウィナー1㌔粒・ジャンボ

エンペラー1㌔粒・ジャンボエンペラー1㌔粒・ジャンボエンペラー1㌔粒・ジャンボ

新登場

新登場

元肥一発肥料

初中期一発除草剤

中後期除草剤箱施用剤

初期除草剤殺菌剤

20kg 20kg 20kg 20kg 20kg

肥料の共同購入運動肥料の共同購入運動肥料の共同購入運動

水稲元肥化成284 高度化成444 NK化成7号 化成8号 苦土入り園芸化成682

⽔稲の元肥に適した化成肥料
です。

当用価格 1,850円
予約価格 1,700円

⽔稲の元肥や畑作にも使⽤
できる低コスト化成肥料。
当用価格 1,450円
予約価格 1,300円

⽔稲追肥に適した化成肥料
です。
当用価格 1,800円
予約価格 1,600円

園芸向けの低度化成として元肥・
追肥に使⽤していただけます。
当用価格 1,500円
予約価格 1,400円

園芸向けの⾼度化成として元
肥に使⽤していただけます。
当用価格 2,000円
予約価格 1,800円

JA グループ銘柄集約により従来品より安価な価格を実現！
良質な肥料を「さらにお安く」お届けするために

予約価格    
１Kg：1,220円
EW：1,320円

予約価格     
100ml：1,800円

育苗期の立枯病に! 藻類が問題の圃場に！

ナエファインフロアブルナエファインフロアブル クラール１キロ粒・ＥＷナエファインフロアブル クラール１キロ粒・ＥＷ

デジタルメガフレア箱粒デジタルメガフレア箱粒 ブーンレパード箱粒ブーンレパード箱粒デジタルメガフレア箱粒 ブーンレパード箱粒
新登場新登場

予約価格 予約価格 
1kg：1kg：4,400円
予約価格 
１Kg：4,400円 予約価格 １Kg：3,950円

コウキヤガラ・ホタルイ対策！コウキヤガラ・ホタルイ対策！コウキヤガラ・ホタルイ対策！コウキヤガラ・ホタルイ対策！コウキヤガラ・ホタルイ対策！

1kg粒剤：3,150円
ジャンボ剤　250g：3,200円　750g：9,350円

予約
価格

予約
価格

20周年
特価

厄介なキシュウスズメノヒエ対策！厄介なキシュウスズメノヒエ対策！ ダラダラ出るノビエに！ダラダラ出るノビエに！

取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！

大きな広葉雑草も速攻撃退！大きな広葉雑草も速攻撃退！

厄介なクログワイを枯らす！厄介なクログワイを枯らす！

厄介なキシュウスズメノヒエ対策！厄介なキシュウスズメノヒエ対策！ ダラダラ出るノビエに！ダラダラ出るノビエに！

取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！

大きな広葉雑草も速攻撃退！大きな広葉雑草も速攻撃退！

厄介なクログワイを枯らす！厄介なクログワイを枯らす！

厄介なキシュウスズメノヒエ対策！ ダラダラ出るノビエに！

レブラスジャンボレブラスジャンボシアゲＭＦ１㌔粒剤シアゲＭＦ１㌔粒剤 レブラスジャンボレブラスジャンボレブラスジャンボ
取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！

大きな広葉雑草も速攻撃退！

1kg粒剤：3,050円
ジャンボ剤　500g：3,250円　1.5kg：9,450円

予約価格　400g：3,350円
　　　　  1.2Kg：9,650円

○特徴の異なる４成分で幅広
い雑草に効果大
○アルテアの含有量を増やし
殺草力アップ！
○ホタルイ10cm・コウキヤ
ガラ20cmが処理の目安

シアゲＭＦ１㌔粒剤シアゲＭＦ１㌔粒剤シアゲＭＦ１㌔粒剤

ロイヤント乳剤　ロイヤント乳剤　ロイヤント乳剤　ロイヤント乳剤　ロイヤント乳剤　

厄介なクログワイを枯らす！

〇初期剤との体系処理で難防除雑

草に効果大

〇ホタルイ10cm・クログワイ

30cmが処理の目安

予約価格 １Kg：3,000円
予約価格

400g：3,930円

予約価格 200ml：3,100円

〇すばやい効果発現、散布２時間後の雨でも効果を発揮

〇クサネム、イボクサ、コナギ等の大きな広葉雑草に効果大

新登場

 ●●●●●● JA 津安芸　オススメ肥料農薬JA 津安芸　オススメ肥料農薬 ●●●●●● ●●● JA 津安芸　オススメ肥料農薬 ●●●

〇初期害虫、いもち病の他、紋枯病

予防に高い効果

〇播種同時処理可能

〇初期害虫、いもち病の他、
　小型カメムシ・ウンカ類・
　ニカメイチュウ等の害虫に
　高い効果
※出穂期以降のカメムシには
スタークル等での本田防除も
忘れずに

○１成分で３種（ピシウム菌、フ
ザリウム菌、リゾープス菌）の
苗立枯れ病に高い防除効果。
○播種同時処理可能

○２成分含有で高い抑草効果

○藻類の発生を抑えます

○粒剤とフロアブルが新発売！

○高葉齢のヒエにも効果大
○キシュウスズメノヒエに高い
除草効果

○田植え直後 から散布可能

○長い残効で後から発生する
ヒエにも効果大

○抵抗性雑草にも安定した効果
○田植え同時（粒）・直後（ジ
　ャンボ剤）から散布可能

○有効成分エフィーダが問題
雑草に効果大

○近年増加傾向のホタルイに
も強い（３葉期まで）

〇発売20周年を迎えた「トップガン」

が進化！ベンスルフロンメチル含有

量を増加で除草効果を安定化

○近年問題となっている白未熟対策用の
元肥一発肥料

○元肥に効く成分30％・穂肥に効く成分
70％含有

○基準施肥量は10aあたり35kg～40kg

〇土壌微生物の分解により圃場に
殻が残らない硫黄被覆の元肥一
発肥料
〇基準施肥量は10aあたり35㎏～
40㎏

の

分

約価

ルルルルル

※引取りに来て頂くとさらにお安くなります。



除草剤の効果を安定させるために！
天気予報を活用しよう!!
最近の天気予報は良く当たる!!  と思いませんか？
除草剤の効果が安定するには、『散布してからの７日間の水管理』が
重要とされています。
そこで、散布する前には、できるだけ晴れ間が続くときを狙って
散布することも、除草効果を安定させる方法の一つです。

除草剤を散布したのに・・・
どうしても・・・水が抜けてしまう圃場では・・・
除草剤を散布後に、７日間も保てずに水が抜けてしまうことは多いと思います。
そこでおススメしたい方法があります。（完璧ではないですが・・・）
散布する前に、水口・水尻を止めたことを確認してから、できるだけ深めの水管理
（７cm～ 10cm程度）を確保して、除草剤を散布するようにしましょう。たとえ
１日でも長くなる水管理に繋がると思います。
※逆に水の入れ過ぎで、オーバーフローにならないように注意してください。
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②抑えたい雑草の種類？
ホタルイなどの広葉雑草をメインに考えて
いる。

②抑えたい雑草の種類？
ノビエなどのイネ科雑草をメインに考えて
いる。

②抑えたい雑草の種類？
ノビエなどのイネ科雑草をメインに考えて
いる。
特にキシュウスズメノヒエだ。（侵入雑草）

(ベンスルフロンメチル）の含有量が約1.5倍増量!!
トップガン20周年特別価格にて販売します。

②抑えたい雑草の種類？
ホタルイなどの広葉雑草をメインに考えて
いる。

②抑えたい雑草の種類？
ノビエなどのイネ科雑草をメインに考えて
いる。

●ウイナーLジャンボ

●アルファープロジャンボ

A.ジャンボ剤

B.フロアブル剤
トップガン20周年　特別価格にて販売!!

●エンペラージャンボ
早めの散布～田植え後７日以降の
散布でもOK！

●カウンシルエナジージャンボ

●トップガンRフロアブル

●エンペラー１㌔粒剤

●ウイナー１㌔粒剤

早めの散布～田植え後７日以降の散布でもOK!
キシュウスズメノヒエには遅めの散布!!

Q

Q

Q

Q

Q

一発除草剤だけでは、抑えること
が難しい雑草!!
効果の高い『中後期除草剤』を
上手くに使おう！

③クサネム・ヒレタゴボウの
大型雑草を抑えたい。

レブラスジャンボ

ロイヤント乳剤

落水散布！
２時間の晴れ間で
使える液剤！

水が保てる
圃場へ！
中干し前後
の時期に！

水稲一発除
草剤

編

C. 粒剤

Q

除草剤の効果を最大限に発揮するには、散布後からの７日間の水管理がとても重要になります。
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※　年特申込書の１１ページにある『初中期一発除草剤の効くしくみ』とあわせてご覧ください。

効果
MAX！

田植え田植え5日後までの早めの散布日後までの早めの散布!田植え5日後までの早めの散布!

散布後すぐに水管理散布後すぐに水管理!　止水を忘れずに!散布後すぐに水管理!　止水を忘れずに!

おススメおススメ
除草剤の剤型除草剤の剤型
おススメ
除草剤の剤型

 お悩み解決！フローチャート！お悩み解決！フローチャート！ お悩み解決！フローチャート！

ボボ

※ ジャンボ剤を散布
　 する時は、藻の
　 発生に注意！  


