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平成２６年２月　新規・変更農薬登録リスト　

一般社団法人日本植物防疫協会　

【新規登録】

殺虫剤 ※赤字の成分は新規化合物です

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 23430 ＩＳＫテルスターフロアブル ビフェントリン水和剤 石原産業㈱

2月12日 23431 ＩＳＫテルスター水和剤 ビフェントリン水和剤 石原産業㈱

2月26日 23432 パイレーツ粒剤 メタリジウム　アニソプリエ粒剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月26日 23435 エトフィンフロアブル エタボキサム水和剤 住友化学㈱

2月26日 23436 日曹エトフィンフロアブル エタボキサム水和剤 日本曹達㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月26日 23433 カーメックス顆粒水和剤 ＤＣＭＵ水和剤 ﾏｸﾃｼﾑ･ｱｶﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月26日 23434 こっぱみじんシャワー
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

㈱ｼｰ･ｼﾞｰ･ｴｽ

2月26日 23437 クロスリード液剤
グルホシネートＰナトリウム塩
液剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

2月26日 23438 ワイドウェイＥＸ粒剤
シアナジン・ＤＣＢＮ・ＤＣＭＵ粒
剤

保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

2月26日 23439 ロータスＭＸ１キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル・ピリフ
タリド・プレチラクロール・メソト
リオン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月26日 23440 ロータスＭＸジャンボ
ピラゾスルフロンエチル・ピリフ
タリド・プレチラクロール・メソト
リオン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

殺菌除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 23428 ユニゾン水和剤
ペンチオピラド・マンゼブ水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

2月12日 23429 理研ユニゾン水和剤
ペンチオピラド・マンゼブ水和
剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 4962 住化スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 住友化学㈱

2月12日 4982 日産スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 日産化学工業㈱

2月12日 4991 ホクコースミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 北興化学工業㈱

2月12日 5042 日農スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 日本農薬㈱

2月12日 5052 サンケイスミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

2月12日 5054 三共スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 ﾎｸｻﾝ㈱

2月12日 9576 クミアイスミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

　平成26年2月1日～28日に新規に登録された農薬及び変更登録された農薬の登録番号、名称、登録会社名及び
登録日を一覧表にしました。
　今月から、毎月中旬に発行する会員情報で、前月の新規登録農薬、変更登録農薬の一覧表を提供します。
　それぞれの農薬の詳しい登録内容及び変更内容は、当協会有料情報サービス「JPP-NET」でご覧いただくことが
出来ます。

平成26年3月14日号－２ 
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殺虫剤　つづき

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 12257 サンケイスミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 琉球産経㈱

2月12日 12333 一農スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 第一農薬㈱

2月12日 15350 理研スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

2月12日 18082 日産テルスター水和剤 ビフェントリン水和剤 日産化学工業㈱

2月12日 19590
家庭園芸用日農スミチオン乳
剤

ＭＥＰ乳剤 日本農薬㈱

2月12日 19591
家庭園芸用キングスミチオン乳
剤

ＭＥＰ乳剤 ㈱白元

2月12日 20691 マイコタール
バーティシリウム　レカニ水和
剤

ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

2月12日 20791 テルスター水和剤 ビフェントリン水和剤 ｴﾌｴﾑｼｰ･ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱

2月12日 20844 テルスターフロアブル ビフェントリン水和剤 ｴﾌｴﾑｼｰ･ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱

2月12日 20919 ガードベイトＡ ペルメトリン粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

2月12日 21704 緑化用スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

2月12日 21939 家庭園芸用スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 住友化学園芸㈱

2月12日 21949 協友スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

2月12日 22327 野菜ひろばＮ ペルメトリン粒剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

2月12日 22464 プレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

2月12日 22465 ホクコープレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

北興化学工業㈱

2月12日 22466 丸和プレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

2月12日 22467
シンジェンタプレバソンフロアブ
ル５

クロラントラニリプロール水和
剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月12日 22468 日産プレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

日産化学工業㈱

2月12日 22647 ホクサンスミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 ﾎｸｻﾝ㈱

2月12日 22853 フェニックスフロアブル フルベンジアミド水和剤 日本農薬㈱

2月12日 22854 日曹フェニックスフロアブル フルベンジアミド水和剤 日本曹達㈱

2月12日 23007 プレバソン粒剤 クロラントラニリプロール粒剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

2月26日 17113 ロディー乳剤 フェンプロパトリン乳剤 住友化学㈱

2月26日 17114 ホクコーロディー乳剤 フェンプロパトリン乳剤 北興化学工業㈱

2月26日 17801 ダニトロンフロアブル フェンピロキシメート水和剤 日本農薬㈱

2月26日 18270 トレボンＥＷ エトフェンプロックス乳剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

2月26日 19112 モスピラン水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本曹達㈱

2月26日 19113 日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本農薬㈱

2月26日 20174 スピノエースフロアブル スピノサド水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

2月26日 20641 モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド液剤 日本曹達㈱

2月26日 20642 日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド液剤 日本農薬㈱

2月26日 22583 モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本曹達㈱

2月26日 22584 日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本農薬㈱

2月26日 22760 ＢＡＳＦプリンス粒剤 フィプロニル粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 23259 マスタピース水和剤
シュードモナス　ロデシア水和
剤

日本曹達㈱

2月26日 21111 Ｚボルドー 銅水和剤 日本農薬㈱
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殺菌剤 つづき

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月26日 21795 ナリアＷＤＧ
ピラクロストロビン・ボスカリド
水和剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月26日 21796 日曹ナリアＷＤＧ
ピラクロストロビン・ボスカリド
水和剤

日本曹達㈱

2月26日 22800 オラクル粉剤 アミスルブロム粉剤 日産化学工業㈱

2月26日 23263 トライフロアブル テブフロキン水和剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

2月26日 23264 クミアイトライフロアブル テブフロキン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 22345 ジマンダイセン水和剤 マンゼブ水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

2月12日 23206 スタウトダントツ顆粒水和剤
クロチアニジン・イソチアニル水
和剤

住友化学㈱

2月12日 23207 ツインターボ顆粒水和剤
クロチアニジン・イソチアニル水
和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月26日 10601 日農スプレーオイル マシン油乳剤 日本農薬㈱

2月26日 22624 クリーンサポート
バチルス　ズブチリス・ポリオキ
シン水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月12日 22396 フルチャージジャンボ
カルフェントラゾンエチル・フル
セトスルフロン粒剤

石原産業㈱

2月12日 22524 ベストコンビジャンボ
カルフェントラゾンエチル・フル
セトスルフロン粒剤

石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

2月12日 22621 フルイニング１キロ粒剤
カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

石原産業㈱

2月12日 22622 ジャイブ１キロ粒剤
カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

2月12日 22796 タンボエース１キロ粒剤
カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

小泉商事㈱

2月12日 23028
フルイニングスカイ５００グラム
粒剤

カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

石原産業㈱

2月12日 23029 ジャイブスカイ５００グラム粒剤
カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

2月12日 23030
タンボエーススカイ５００グラム
粒剤

カフェンストロール・カルフェント
ラゾンエチル・フルセトスルフロ
ン・ベンゾビシクロン粒剤

小泉商事㈱

2月26日 22045 モニュメントフロアブル
トリフロキシスルフロンナトリウ
ム塩水和剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月26日 22610 ホクコーエーワンフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン水和剤

北興化学工業㈱

2月26日 22611 ＪＡエーワンフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン水和剤

全国農業協同組合連
合会

2月26日 22791 シバッチ乳剤 Ｓ－メトラクロール乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月26日 23032 ロンセイバー イマゾスルフロン水和剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月26日 22388 ターム水溶剤
１－ナフタレン酢酸ナトリウム
水溶剤

ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱
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