
 

富農営販発第 263 号 

平成 30 年 8 月 29 日 

いちご 9～10月の管理について 

1. 定植までの作業スケジュール 

○花芽分化を確認してから計画を立ててください 

※上記スケジュールに加え、定期防除を実施してください（別紙参照） 

≪ 花芽検鏡を9月 10日（月）・18日（火）  で実施します ≫ 

20日前  ⇒本圃の管理 

○適正な施肥管理（土耕） 

→定植の20日ほど前に土壌診断の結果を参考に施肥を実施してください。 

→過剰施肥は障害果の原因になります。  

・着色不良果（先白、まだら果）や乱形果、チップバーン 

→定植から収穫終了まで土壌養分を一定に保つ事が重要です。 

→施肥後は良く耕うんし、乾燥している場合は灌水を実施してください。 

○塩類除去（高設） 

→高設の場合は多量灌水で塩類を洗い流してください。 

→ECは定植時0.3以下を目安に調整してください。 

1週間前  ⇒葉欠きは定植1週間前までに終わらせてください 

○葉かき管理 

→葉枚数2.5～3枚（定植時4～5枚）を目安に葉かきをしてください。 

→必ず晴天日に行ってください。 

→葉欠き後は必ず薬剤散布をして病原菌の侵入を防いでください。 

○適正地温 

→根の生育適温である18～23℃（地温）での管理を心掛けてください。 

※地温を下げる工夫：ハウスの風通しを良くする、寒冷紗を利用する 等 

20日前 

・施肥管理 

・除塩（高設） 

・検鏡 

1週間前 直前 

・葉かき 

・地温管理 

・設備確認 

・害虫防除 

・弁当肥 

・好天時に実施 

・地温管理 

・適正時期定植 

 定植 



 

○設備確認 

→灌水チューブの詰まり等事前に確認をしてください。 

→高設の場合は、培地によって乾燥している場合は適宜灌水を実施してください 

 

定植直前  

○害虫防除 

□ネグサレセンチュウ （いずれか1つ） 

ラグビーMC粒剤  15～20kg/10a  定植前全面土壌混和 

ネマキック粒剤  15～20kg/10a      〃 

ネマトリンエース粒剤 20～25kg/10a      〃 

□コガネムシ幼虫 

ダイアジノンSLゾル    25倍   定植前全面土壌混和 

※畦立て前に上記の倍率で希釈し、10ａに薬液を100Ｌ散布。その後、耕うんしよく土と混ぜる。 

□アブラムシ（いずれか1つ） 

アドマイヤー１粒剤  0～0.5g/株  定植時植穴土壌混和 

モスピラン粒剤    0.5～1g/株          〃 

※アドマイヤーを多く施用すると、ミツバチに影響する場合があるので注意して下さい。 

○肥料切れに注意 

→弁当肥で養分不足を補ってください。 

・芯止まり、芽なし、一芽、不時出蕾は養分不足の可能性があります 

→液肥葉面散布を実施してください（液肥によって倍率が異なるので注意）。 

肥料名 成分 希釈倍率 

くみあい液肥1号 12-05-07 500倍 

トミー液肥ブラック 10-04-06 500倍 

メリット 青 
07-05-03 300倍 

微量要素：マンガン0.1 ホウ素0.2 鉄0.08 亜鉛0.05 他 

○花芽分化後、定植が遅れる場合は置き肥等で肥料切れを防止 

→必ずメルク紙で確認（目安：50ppm～100ppm）してください。 

定植当日  

○土耕の場合は好天日に定植 

→降雨直後は土をこねてしまい、苗の活着が悪くなるので避けてください。 

○必ず花芽分化確認後 

→未分化定植になると著しい開花の遅れや不揃いを引き起こします。 

→紅ほっぺは「分化初期」程度で定植してください。 

→きらぴ香については、「分化期」程度で定植をすると花揃いが良くなります。 



 

○ポットは傾けて定植（特にＩポット、Ｕポット） 

→新根は古い根の中を通って伸びるため、垂直に植えると発根しにくくなります。 

○適正地温 

→地温が高い（限界高温25℃）と初期の根張りが悪くなります。 

2. 定植後からの作業スケジュール 

定植後  

○葉かき 

→定植後2週間（株の根が張るまで）は葉かきを控えてください。 

○灌水 

（定植後一週間）クラウンからの発根を促すため、必ず株元に手灌水してください。 

（一週間以降）土壌中の水分量を安定させるため、少量多頻度灌水を行なってください。 

ビニール被覆前 

○病害虫を本圃に持ち込まない 

→ビニール被覆後の薬剤散布を減らすため、事前に徹底的に防除を行ってください。 

※特にうどんこ病・ハダニ類・アザミウマ類を重点的に（別紙参照） 

→ハウス周辺は除草をするなどして、耕種的防除にも努めてください。 

○ミツバチや天敵への影響日数に注意 

→ミツバチに対して影響のない薬剤でも巣箱を外へ出し、再導入も薬液が確実に乾いて 

から行なってください。 

○台風による大雨強風対策（追加防除） 

時期 薬剤 倍率 ハチ 回数 対象病害虫 

大雨台風前 ベルクート（フ） 2,000 0 5 
うどんこ病、炭疽病 

黒斑病、灰色かび病 

大雨台風後 ファンタジスタ（顆水） 2,000 0 2 炭疽病、灰色かび病 

〇ビニール被覆のタイミング 

→一次腋花房分化後を目安に行ってください。 

定植後 

・葉かき 

・灌水 

マルチ被覆 

・追肥 

ビニール被覆 

被覆前 

・病害虫防除 

・灌水 

・検鏡 

被覆後 

・病害虫防除 

・温度管理 



 

ビニール被覆後 

○管理目安 

→収穫はじめの草丈は32～35cmを目安にしてください。 

※頂花房収穫前までに樹を作る方が、収量性が向上する 

○ハウス内温度管理 

→日中・夜間とも、高温になるため換気に注意してください。 

※高温が続くと茎葉が過剰に伸び、果実の品質が極端に悪化 

→日中のハウス内温度は果実付近で測定してください。 

※最高温度25～27℃、最低温度は7℃を目安に 

○ビニール被覆後はヨトウムシ類防除（追加防除） 

→ビニール被覆5～7日後のヨトウムシ類の発生初期に防除を実施してください。 

※フェロモントラップの設置または下記の薬剤にて防除 

時期 薬剤 倍率 ハチ 回数 対象病害虫 

ビニール被覆 ファルコン（フ） 4,000 1 3 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

5～7日後 フェニックス（顆水） 2,000 1 2 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ・ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

○保温 

（紅ほっぺ）最低夜温が10℃になった頃から保温開始 

（きらぴ香）最低夜温が12℃になった頃から保温開始 

○防虫網や粘着板（ホリバー等）の設置等の物理的防除を併用 

マルチ被覆   ⇒マルチを掛けることで細根の発生を促進させます 

○追肥 

→マルチ被覆前にエコロング413-180を畝の中央部に50kg／10a施用してください。 

※施肥箇所は灌水チューブを入れた付近を目安に 

○マルチ被覆時 

→マルチ掛けは一次腋花房分化後を目安に行ってください。 

→被覆作業は茎葉を非常に傷めやすいので苗の取り扱いに注意してください。 

○マルチ被覆後 

→マルチ被覆後は少量多頻度灌水を行なってください。 

JA 富士市営農販売課 

担当：加藤・大石 

電話：6 1 - 8 1 2 4  

苗が余った方は、多少にかかわらず 

営農販売課担当までご連絡ください。 



 

別紙 定植苗・本圃防除例 

 

定植苗防除（例） 

 

本圃 IPM防除・普通防除共通（例） 

 

※ IPM 防除の場合は、天敵導入予定日より逆算して薬剤散布を実施してください。また、散布

する薬剤の残効期間にご注意ください。 

（参考） 

天敵導入1～1.5カ月前 

サンマイトフロアブル、ピラニカEW、マイトクリーン、バロックフロアブル等 

天敵導入1週間前 

コロマイト水和剤、アファーム乳剤、アニキ乳剤等 

時期 薬剤 倍率 回数 対象病害虫 

 
上旬 

デラン(フ） 1,000倍 2回 炭疽病 

 プレオ(フ） 1,000倍 4回 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

9 
中旬 

サンリット(水） 2,000倍 3回 炭疽病 

月 アニキ（乳） 2,000倍 2回 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

 
下旬 

アントラコール(顆水) 0,500倍 6回 炭疽病 

 コテツ(フ） 2,000倍 2回 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ・ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

時期 薬剤 倍率 回数 対象病害虫 

 定 ダイアジノンSLゾル 25倍 1回 ｺｶﾞﾈﾑｼ幼虫 

 植 ラグビーMC（粒） 20kg/10a 1回 ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 

9 時 アドマイヤー（粒） 0.7g/株 1回 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

月 
第4週 

イオウ（フ） 2,000倍 - うどんこ病 

 プレバソン（フ） 2,000倍 2回 ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

 
第5週 

セイビアー（フ） 1,000倍 3回 炭疽病 

 フーモン 1,000倍 - ﾊﾀﾞﾆ類、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類、うどんこ病 

 
1日～ 

ポリオキシンAL（水溶） 5,000倍 3回 うどんこ病 

 ディアナSC 5,000倍 2回 ｱｻﾞﾐｳﾏ類、ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

 
6日～ 

パンチョTF（顆水） 2,000倍 2回 うどんこ病 

 エコピタ（液） 100倍 - ﾊﾀﾞﾆ類 

10 
11日～ 

サンヨール 800倍 6回 うどんこ病 

月 アファーム（乳） 2,000倍 2回 ﾊﾀﾞﾆ類、ﾖﾄｳﾑｼ、ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

 
16日～ 

カリグリーン（水） 800倍 - うどんこ病 

 エコピタ（液） 100倍 - ﾊﾀﾞﾆ類 

 
21日～ 

アフェット（フ） 2,000倍 3回 うどんこ病、灰色かび病 

 マイトコーネ（フ） 1,000倍 2回 ﾊﾀﾞﾆ類 

 26日～ 天敵導入（ミヤコカブリダニ・チリカブリダニ・アフィパール）（IPM防除の場合） 


