
 

富農営販発第 120 号 

平成 30 年 6 月 20 日 

いちご 7～8月の管理について 

１．作業スケジュール 

○定植日（予定）から逆算して、適切な育苗計画で作業してください 

→それぞれの定植予定時期から逆算して作業計画を立ててください。 

  紅ほっぺ きらぴ香 本圃管理 

6月 

上旬  ランナー受け  

中旬 ランナー受け    

下旬     

7月 

上旬     

中旬  切り離し  

下旬 切り離し   

8月 

上旬    

中旬    

下旬    

9月     

定植 

［定植予定目安］  紅ほっぺ9/20～9/25  きらぴ香9/15前後 

※育苗日数は長いと老化苗気味になり、短いと花芽分化が遅れる要因になります 

※若苗定植で樹勢を保つ方が栽培しやすくなります。 

○本圃土壌消毒 

→定植本圃の土壌消毒を徹底してください。 

（ディ･トラペックス油剤、バスアミド微粒剤、キルパーなど） 

2．親株管理 

○ランナー受け 

→ランナーのポット受けは遅くても7月上中旬までを目安に終わらせてください。 

→切り離しまではランナー受けからの期間を最低3週間は確保してください。 

（特にきらぴ香は比較的発根が弱いので、必ず守ってください） 

45～60日 
40～60日 

3週間以上 

3週間 

20日程前 

基肥施肥 

ガス抜き 

土壌消毒 

（7～14日間） 

 



 

○灌水 

→ランナーの先端焼け・葉焼けに注意してください。 

・灌水回数・量を増やす 

・ポットを乾かさないように朝夕の灌水を徹底（特に8月下旬以降） 

○切り離し 

→ポットの大きさに合わせて切り離しの日数を決めてください。 

［育苗日数目安］  紅ほっぺ：45～60日  きらぴ香：40～60日 

［ポット大きさ］  大きい場合 ⇒ 長め   小さい場合 ⇒ 短め 

→切り離し後の根張りを良くしたい場合は、下記液肥を切り離し前に散布してください。 

・ファイト・オーツー  1,000倍 葉面散布 

○その他管理 

→多湿を避けた蒸れない管理をしてください。 

・育苗中の密集や軟弱徒長苗は炭疽病の発生を助長するので避ける 

・適度な葉かき・ランナーの配置・苗の広間隔化等を図り、湿度を下げる 

・苗床の周囲に排水路を整備する 

→高温に注意してください。 

・寒冷紗で遮光する等で軽減させる 

・紙ポット育苗は水分の蒸散で苗を冷却し花芽分化を促進 

3．施肥管理 

○適正な施肥管理 

→窒素過剰や施肥量過多過少に注意してください。 

［施肥量が多い］ ⇒ 花芽分化が遅くなる・軟弱徒長の原因 

［施肥量が少ない］ ⇒ 平均1果重が小さくなる・芯止まりの原因 

○切り離し時の置肥（目安） 

→ポットのサイズによって施肥量を調整してください。 

［普通ポット］ 

IB化成S1号、紅ほっぺ専用置肥（大） 

ポット錠ジャンプ      ･･･1個 

［小型ポット］ 

IB化成S1号、ポット錠ジャンプ  ･･･1個 

紅ほっぺ専用置肥（小）   ･･･2個 

 

 

 

 

 

 

※遅い置肥は花芽分化が遅れる原因になるため、定植1カ月前までに実施。(ポット育苗） 

肥料名 成分 1粒重量 肥効期間（目安） 

IB化成S1号 10-10-10 0.6～1.8g 20～25日 

紅ほっぺ専用置肥 10-20-08 小0.4g  大1.2g 40～50日 

ポット錠ジャンプ 07-08-06 1.0g 20～30日 



 

○追肥の省力化管理 

→下記を参考に、切り離し前にロング肥料の施肥により追肥の省力化が可能です。 

（小型ポット） エコロング413-700：1～2g/株 

（普通ポット） エコロング413-100：1～1g/株 

※灌水により流亡する恐れがある為、各ポットへの土詰め時に上記肥料

を定量培土へ混ぜて施用する 

※施用後はメルク紙で必ず確認し、必要であれば液肥等で追肥 

○追肥管理 

→必ず硝酸イオン濃度のチェックを行なってから追肥を実施してください。 

灌水頻度や気象条件により肥効期間が異なります 

→苗の様子を見て微量要素入りの液肥を灌注または葉面散布してください。 

葉の黄白化などは微量要素（鉄、マンガンなど）の欠乏が原因 

肥料名 成分 希釈倍率 Ｎ20㎎の希釈済み液肥量 

くみあい液肥1号 12-05-07 500倍 84倍 

トミー液肥ブラック 10-04-06 500倍 100倍 

メリット 青 
07-05-03 300倍 86倍 
微量要素：マンガン0.1 ホウ素0.2 鉄0.08 亜鉛0.05 他 

○簡易分析用試験紙（メルコクァント） 

→いちごの葉柄中の硝酸イオン濃度を測定して、適正な追肥を行ってください。 

使い方 ① 調査株の展開葉、芯から数えて第3葉を採取する。 

② メルコクァント試験紙の測定部位に①の葉柄から汁を搾り付ける。 

③ 約1分後に試験紙容器の着色表で数値を読み取る。 

→数値は定期的（7～10日間隔）に測定してください。 

切り離し直後の数値は高いが、10日前後で急激に下がる場合があります 

→100～250ppmの範囲で管理してください。 

50ppmを下回ると芯止まりの発生の危険があります 

（目安） 8月中旬頃まで  ：150ppm 

8月下旬以降定植まで ：50～100ppm 

最適な施肥管理のためにも、必ずメルコクァントを利用してください。 

＜ご不明な点・ご相談はJA富士市営農販売課加藤・大石まで（0545-61-8124）＞ 

  



 

4．病害虫対策 

○罹病株の管理 

→病気の感染が疑われる苗は必ず苗床の外に出してください。 

ビニール袋に密封して苗床の外に出して処分 

→罹病株に触れたものは次の作業に移る前に必ず消毒・殺菌洗浄してください。 

 

○病害虫防除 

→別紙表を参考に防除を徹底してください。 

→計画的な農薬のローテーションを実施してください。 

切り離し後は農薬使用累計回数がリセット 

5．定植準備（土耕栽培） 

○施肥基準 

→それぞれの土壌に適した施肥管理を行ってください。 

→定植の20日ほど前に施肥を行なってください。 

土壌が乾燥気味の場合には事前に灌水を実施し、施肥後は良く耕転 

→定植から収穫終了まで土壌養分を一定に保つ事が重要となります。 

畝立て時とマルチ前にそれぞれ、スーパーエコロング413-180を40kg/10a施用 

土壌診断は必ず実施しましょう 

平成30年度 JA富士市土壌診断実施予定 

診断試料回収締切日  平成30年7月13日（金） 

土壌診断実施日  平成30年7月 末頃（予定） 

6．定植準備（高設栽培） 

○除塩 

→多量灌水にて残存肥料分を除去してください。 

培地をリセットさせ、果実障害（頂部軟質果等）の発生を抑制 

→排液中の硝酸イオン濃度やECを測定し、以下を目安に除塩してください。 

硝酸イオン濃度 ： 5～10mg/L 

EC  ： 原水＋0.1dS/m以下 

○設備メンテナンス 

→各器具の点検を行ない、古くなったチューブなどは交換してください。 

  



 

【親株定期防除例】 

時期 薬剤 倍率 回数 対象病害虫 

 
第1週 

デラン(フ） 1,000倍 2回 炭疽病 

 サンマイト(フ） 1,000倍 1回 ﾊﾀﾞﾆ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

 
第2週 

ベルクート(フ） 1,000倍 5回 炭疽病・うどんこ病 

7 フーモン 1,000倍 - ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・うどんこ病 他 

 
第3週 

アントラコール(顆水) 0,500倍 6回 炭疽病 

月 カウンター(乳） 2,000倍 4回 ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

 

第4週 

オーソサイド(水） 0,800倍 3回 炭疽病 

 バロック(フ） 2,000倍 1回 ﾊﾀﾞﾆ類 

 エコピタ 1,100倍 - ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・うどんこ病 他 

 
第1週 

サンリット(水) 2,000倍 3回 炭疽病 

 スピノエース(顆水） 5,000倍 2回 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

 
第2週 

ジマンダイセン(水) 1,600倍 6回 炭疽病 

 ムシラップ・フーモン ※ - ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・うどんこ病 他 

8 
第3週 

オーソサイド(水) 0,800倍 3回 炭疽病 

 アニキ(乳） 2,000倍 3回 ﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

月 

第4週 

ベルクート(フ） 1,000倍 5回 炭疽病・うどんこ病 

 ニッソラン(水） 2,000倍 2回 ﾊﾀﾞﾆ類 

 フーモン 1,000倍 - ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・うどんこ病 他 

 第5週 モベント(フ） 
0,500倍 

灌注処理 
1回 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類・ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

ﾊﾀﾞﾆ類・ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

気門封鎖剤については、各製品ごと混用をご確認ください。 

露天育苗の場合は上記のものに加え、降雨前後の炭疽病防除を徹底してください。 

【炭疽病薬剤】 

薬剤 倍率 回数 使用時期 その他対象病害 

チオノック(フ) 500 5 育苗期  

デラン(フ) 1,000 2 育苗期  

トレノックス(フ) 500 5 育苗期  

フロンサイドSC 1,000(灌注) 1 育苗期  

ベルクート(フ･水) 1,000 5 育苗期 うどんこ病 

キノンドー(フ) 500～800 3 育苗期  

アントラコール(顆水) 500 6 仮植期  

オーソサイド(水) 800 3 収穫30日前 灰色かび病・芽枯病 

ジマンダイセン(水) 600 6 収穫76日前 じゃのめ病 

サンリット(水) 2,000 3 収穫前日  うどんこ病 

シグナムWDG 2,000 2 収穫前日 灰色かび病・うどんこ病 

タフパール 2,000 - 収穫前日  

 


