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※引取りに来て頂くとさらにお安くなります。

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
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！

20kg

NK化成7号

⽔稲追肥に適した化成肥料

予約価格 1,900円

20kg

化成8号

園芸向けの元肥・追肥に適
した化成肥料

予約価格 1,600円

20kg

苦土入り園芸化成682

園芸向けの元肥に適した苦
⼟、ほう素⼊りの化成肥料

予約価格 2,000円

20kg

高度化成444

⽔稲の元肥や畑作にも使⽤
できる低コスト化成肥料

予約価格 1,550円

20kg

水稲元肥化成284

⽔稲の元肥に適した化成肥料

予約価格 2,150円

元肥一発肥料

予約価格 4,000円

エムコート022エムコート022エムコート022
〇JA定番の白未熟粒軽減対
策用の元肥一発肥料

〇肥効割合３：７（元肥：追肥）
〇基準施肥量
　35㎏～40㎏/10a

予約価格 3,600円

基肥一発822基肥一発822基肥一発822
〇安価な白未熟粒軽減対策用
の元肥一発肥料

〇肥効割合３：７（元肥：追肥）
〇基準施肥量
　35㎏～40㎏/10a

20kg 20kg20kg 新登場
低価格

予約価格 4,150円

マイルドマイルドSBSBコシ専用コシ専用200200　マイルドSBコシ専用200　
〇圃場に殻が残らない、環
境に配慮した硫黄被覆の
元肥一発肥料

〇基準施肥量
　35㎏～40㎏/10a

環境保全型

殺菌剤

初中期一発除草剤

初期除草剤 箱施用剤

中後期除草剤

Dr.オリゼリディア箱粒剤Dr.オリゼリディア箱粒剤Dr.オリゼリディア箱粒剤
〇初期害虫、いもち病の他、イナゴ
類・ウンカ類・ニカメイチュウ等の
害虫に効く
〇ミツバチなどの訪花昆虫、トンボ
（ヤゴ）やクモなどの有用昆虫に影
響が少ない

Dr.オリゼに新登場！ その名は『リディア』Dr.オリゼに新登場！ その名は『リディア』Dr.オリゼに新登場！ その名は『リディア』Dr.オリゼに新登場！ その名は『リディア』Dr.オリゼに新登場！ その名は『リディア』

予約価格   　　
100㎖：1,800円

ナエファインフロアブルナエファインフロアブルナエファインフロアブル
○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

〇２成分含有で高い除草効果
〇藻類の発生を抑え、次の
ジャンボ剤処理時の拡散阻
害を防ぐ

〇代かき後に散布

〇初期害虫、いもち病の他、イネクロ
カメムシ・ウンカ類・ニカメイチュ
ウ等の害虫に効く
※出穂期以降のカメムシにはスターク
ル等で防除が必要

予約価格        
１Kg：1,220円

EW500㎖：1,320円

Dr.オリゼスタークル箱粒剤Dr.オリゼスタークル箱粒剤Dr.オリゼスタークル箱粒剤

特別
価格帰ってきた　Dr.オリ帰ってきた　Dr.オリゼ！！帰ってきた　Dr.オリ帰ってきた　Dr.オリゼ！！帰ってきた　Dr.オリゼ！！

予約価格 １Kg：3,400円 予約価格 １Kg：2,850円

藻類が問題の圃場に！藻類が問題の圃場に！藻類が問題の圃場に！藻類が問題の圃場に！藻類が問題の圃場に！

クラール１㌔粒・ＥＷクラール１㌔粒・ＥＷクラール１㌔粒・ＥＷ

新登場

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 　

予約価格

200㎖：3,000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

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
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

○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）

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！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！取りこぼした幅広い雑草を一網打尽！

レブラスレブラス
1㌔粒・ジャンボ1㌔粒・ジャンボ
レブラスレブラス
1㌔粒・ジャンボ1㌔粒・ジャンボ
レブラス
1㌔粒・ジャンボ

予約価格
1kg粒剤：3,350円
ジャンボ剤　400g：3,800円

予約価格
1kg粒剤：3,450円
ジャンボ剤　400g：3,900円

ウイニングラン1㌔粒・ジャンボウイニングラン1㌔粒・ジャンボウイニングラン1㌔粒・ジャンボ
「ウィナー」がパワーアップしました。「ウィナー」がパワーアップしました。「ウィナー」がパワーアップしました。「ウィナー」がパワーアップしました。「ウィナー」がパワーアップしました。

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

予約
価格

○ベンスルフロンメチルの含有量
がウィナーの1.5倍増量で防除
効果アップ！
○長い残効で後から発生するヒ
エにも効果大

ウルティモウルティモZジャンボジャンボウルティモZジャンボ
究極に白く枯らすタイプの除草剤！究極に白く枯らすタイプの除草剤！究極に白く枯らすタイプの除草剤！究極に白く枯らすタイプの除草剤！究極に白く枯らすタイプの除草剤！

  350g：3,300円
1,050g：9,650円

予約
価格

○新規成分「サイラ」とピラゾレートの相
乗効果で、オモダカ、コナギ、ホタルイ等
に高い効果
○強力な白化作用でイボクサ、アゼガヤ等
の畦畔侵入雑草にも有効
※散布タイミングは遅めがオススメ！！

ゲパードゲパード
1㌔粒・ジャンボ1㌔粒・ジャンボ
ゲパードゲパード
1㌔粒・ジャンボ1㌔粒・ジャンボ
ゲパード
1㌔粒・ジャンボ

予約
価格

○高葉齢のヒエにも効果大
○キシュウスズメノヒエ、イボクサ
等の侵入性雑草に有効
○クログワイ、オモダカ、ホタルイ
等にも高い除草効果

カウンシルエナジーカウンシルエナジー
１㌔粒・フロアブル・ジャンボ１㌔粒・フロアブル・ジャンボ

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！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！厄介なキシュウスズメノヒエ対策！
粒・フロアブルが新登場

新登場

○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

新登場 新登場

1kg粒剤：3,200円　　フロアブル　500㎖：3,250円
ジャンボ剤　400g：3,300円  1.2㎏：9,500円

速効撃退！ 黄色の花が咲く『ヒレタゴボウ』にも効果大！！速効撃退！ 黄色の花が咲く『ヒレタゴボウ』にも効果大！！速効撃退！ 黄色の花が咲く『ヒレタゴボウ』にも効果大！！速効撃退！ 黄色の花が咲く『ヒレタゴボウ』にも効果大！！速効撃退！ 黄色の花が咲く『ヒレタゴボウ』にも効果大！！

育苗期の立枯病に!育苗期の立枯病に!育苗期の立枯病に!育苗期の立枯病に!育苗期の立枯病に!



～問題となっている病気・雑草の防除対策～～問題となっている病気・雑草の防除対策～～問題となっている病気・雑草の防除対策～



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a005000440046002f0058002d0034003a00320030003000380020002865e5672c0029005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0034003a00320030003000380020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003400206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


