
平成２６年４月　新規・変更農薬登録 及び　　　　　
失効有効成分リスト　　

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

4月9日 23450 ＩＳＫラグビーＭＣ粒剤 カズサホスマイクロカプセル剤 石原産業㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月24日 23454 ザンプロフロアブル アメトクトラジン水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月24日 23455 ザンプロＤＭフロアブル
アメトクトラジン・ジメトモルフ水
和剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月24日 23456 エバーゴル箱粒剤 ペンフルフェン粒剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月24日 23457 エメストプライムフロアブル ペンフルフェン水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月24日 23458 エバーゴルフォルテ箱粒剤
イミダクロプリド・イソチアニル・
ペンフルフェン粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月24日 23459 エバーゴルワイド箱粒剤
イミダクロプリド・クロラントラニ
リプロール・イソチアニル・ペン
フルフェン粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月9日 23449 トリグラス乳剤 カルフェントラゾンエチル乳剤 石原産業㈱

4月23日 23451 ネコソギロングシャワー
グリホサートイソプロピルアミン
塩・ブロマシル・メコプロップＰカ
リウム塩液剤

ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

4月23日 23452 アピログロウ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

日産化学工業㈱

4月23日 23453 アピログロウ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

日産化学工業㈱

誘引・誘殺・交尾阻害剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月9日 23447 ノシメシャット ビートアーミルア剤 信越化学工業㈱

4月9日 23448 パナライン ビートアーミルア剤 国際衛生㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 12333 一農スミチオン乳剤 ＭＥＰ乳剤 第一農薬㈱

4月23日 12357 一農スミバッサ乳剤 ＢＰＭＣ・ＭＥＰ乳剤 第一農薬㈱

　平成26年4月1日～30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。
　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。
　また、失効有効成分リストは失効日と有効成分名の一覧となります。失効剤の一覧ではございませんのでご了承
ください。

平成26年5月21日号－3
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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

4月23日 16583 アグロスリン水和剤 シペルメトリン水和剤 住友化学㈱

4月23日 16584 クミアイアグロスリン水和剤 シペルメトリン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 16585 日農アグロスリン水和剤 シペルメトリン水和剤 日本農薬㈱

4月23日 17106 バイスロイド乳剤 シフルトリン乳剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月23日 20664 タフバリアフロアブル イミダクロプリド水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月23日 22870 リーフガード顆粒水和剤 チオシクラム水和剤 日本化薬㈱

4月23日 22910 ディアナＳＣ スピネトラム水和剤 住友化学㈱

4月23日 22911 ディアナ箱粒剤 スピネトラム粒剤 住友化学㈱

4月23日 23135 リラークＤＦ チオジカルブ水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月23日 23196 ワンリードＳＰ箱粒剤
クロチアニジン・スピネトラム粒
剤

住友化学㈱

4月23日 23330 サニーフィールドＭＣ
エトフェンプロックスマイクロカ
プセル剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月24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㈱

4月24日 21812 ウララＤＦ フロニカミド水和剤 石原産業㈱

4月24日 21813 ウララ５０ＤＦ フロニカミド水和剤 石原産業㈱

4月24日 22797 コルト顆粒水和剤 ピリフルキナゾン水和剤 日本農薬㈱

4月24日 22798 クミアイコルト顆粒水和剤 ピリフルキナゾン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月9日 16589 アグロスリン乳剤 シペルメトリン乳剤 住友化学㈱

4月9日 16590 クミアイアグロスリン乳剤 シペルメトリン乳剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月9日 16591 日農アグロスリン乳剤 シペルメトリン乳剤 日本農薬㈱

4月9日 18406 コロマイト乳剤 ミルベメクチン乳剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 21694 サブリナフロアブル ＢＴ水和剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月9日 21695 サンケイサブリナフロアブル ＢＴ水和剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

4月9日 21968 ダニ太郎 ビフェナゼート水和剤 住友化学園芸㈱

4月9日 22554 ネマキック粒剤 イミシアホス粒剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

4月9日 22650 日曹テルスタージェット ビフェントリンくん煙剤 日本曹達㈱

4月9日 22651 ＦＭＣテルスタージェット ビフェントリンくん煙剤 ｴﾌｴﾑｼｰ･ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱

4月9日 22652 新富士テルスタージェット ビフェントリンくん煙剤 新富士化成薬㈱

4月9日 23323 パンチショットフロアブル ビフェントリン水和剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 22158 パスポート顆粒水和剤 ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月23日 22793 バチスター水和剤 バチルス　ズブチリス水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

4月23日 22799 オラクル顆粒水和剤 アミスルブロム水和剤 日産化学工業㈱

4月23日 23292 セルカディスフロアブル フルキサピロキサド水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月24日 13276 フジワン粒剤 イソプロチオラン粒剤 日本農薬㈱

4月24日 14218 ヤシマフジワン粒剤 イソプロチオラン粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

4月24日 20285 シルバキュアフロアブル テブコナゾール水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月24日 20873 オンリーワンフロアブル テブコナゾール水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月24日 21284 スコア顆粒水和剤 ジフェノコナゾール水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月24日 21320
ホクコーオンリーワンフロアブ
ル

テブコナゾール水和剤 北興化学工業㈱

4月9日 18848 クミアイペンコゼブフロアブル マンゼブ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱
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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

4月9日 22435 ＭＩＣペンコゼブフロアブル マンゼブ水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 23261 家庭園芸用カリグリーン 炭酸水素カリウム水溶剤 住友化学園芸㈱

4月9日 23359 インターフェースフロアブル
イプロジオン・トリフロキシスト
ロビン水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 21017
ビルダープリンスグレータム粒
剤

フィプロニル・チフルザミド・プロ
ベナゾール粒剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月23日 21018
ホクコービルダープリンスグ
レータム粒剤

フィプロニル・チフルザミド・プロ
ベナゾール粒剤

北興化学工業㈱

4月23日 21019
ＤＡＳビルダープリンスグレータ
ム粒剤

フィプロニル・チフルザミド・プロ
ベナゾール粒剤

日産化学工業㈱

4月23日 22912 スタウトダントツディアナ箱粒剤
クロチアニジン・スピネトラム・
イソチアニル粒剤

住友化学㈱

4月23日 23033 箱いり娘粒剤
クロチアニジン・スピネトラム・
イソチアニル・フラメトピル粒剤

住友化学㈱

4月23日 23229
側条オリゼメートフェルテラ顆
粒水和剤

クロラントラニリプロール・プロ
ベナゾール水和剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月23日 23230
ホクコー側条オリゼメートフェル
テラ顆粒水和剤

クロラントラニリプロール・プロ
ベナゾール水和剤

北興化学工業㈱

4月24日 22329 ガーディーＡＬ
エマメクチン安息香酸塩・チア
メトキサム・ジフェノコナゾール
液剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月24日 22330 カダンプラスＤＸ
エマメクチン安息香酸塩・チア
メトキサム・ジフェノコナゾール
液剤

ﾌﾏｷﾗｰ㈱

4月9日 22346 クミアイペンコゼブ水和剤 マンゼブ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月9日 22432 ＭＩＣペンコゼブ水和剤 マンゼブ水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 23352 ヘッド顆粒水和剤
クロラントラニリプロール・アミ
スルブロム水和剤

日産化学工業㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 19643 グラスショート液剤
ビスピリバックナトリウム塩液
剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 19966 ポルトフロアブル キザロホップエチル水和剤 日産化学工業㈱

4月23日 22176 ゴーゴーサン乳剤 ペンディメタリン乳剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月23日 22371 フォローアップ１キロ粒剤
ダイムロン・ペノキススラム粒
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月23日 22372 ワイドアタックＤ１キロ粒剤
ダイムロン・ペノキススラム粒
剤

ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

4月23日 22775 ボクサー プロスルホカルブ乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月23日 22776 ムギレンジャー乳剤
プロスルホカルブ・リニュロン乳
剤

丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

4月23日 22807 ヤイバ１キロ粒剤
ピリミスルファン・フェントラザミ
ド粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 22809 ベストパートナー豆つぶ２５０ ピリミスルファン剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 22812 ヤイバ豆つぶ２５０
ピリミスルファン・フェントラザミ
ド剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱
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除草剤（つづき）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 22958 ゴール１キロ粒剤
ピリミスルファン・フェントラザミ
ド粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

4月23日 23063 ヤイバ１キロ粒剤
ピリミスルファン・フェントラザミ
ド粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 23115 ナギナタ１キロ粒剤
オキサジクロメホン・ピリミスル
ファン・ベンゾビシクロン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 23123 キクンジャーＺフロアブル
ピラゾレート・プロピリスルフロ
ン水和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月23日 23124 オシオキＭＸ１キロ粒剤
アジムスルフロン・ピリフタリド・
メソトリオン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月23日 23209 ツインスター１キロ粒剤
ダイムロン・メタゾスルフロン粒
剤

日産化学工業㈱

4月23日 23210 ＳＤＳツインスター１キロ粒剤
ダイムロン・メタゾスルフロン粒
剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月23日 23215 月光１キロ粒剤
カフェンストロール・ダイムロン・
メタゾスルフロン粒剤

日産化学工業㈱

4月23日 23216 ＳＤＳ月光１キロ粒剤
カフェンストロール・ダイムロン・
メタゾスルフロン粒剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月23日 23217 月光フロアブル
カフェンストロール・ダイムロン・
メタゾスルフロン水和剤

日産化学工業㈱

4月23日 23218 ＳＤＳ月光フロアブル
カフェンストロール・ダイムロン・
メタゾスルフロン水和剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月23日 23221 コメット顆粒
テフリルトリオン・ピラクロニル・
メタゾスルフロン水和剤

日産化学工業㈱

4月23日 23311 ウィナージャンボ
イプフェンカルバゾン・ブロモブ
チド・ベンスルフロンメチル粒剤

北興化学工業㈱

4月23日 23333 ザンテツ豆つぶ２５０
ピリミスルファン・ベンゾビシク
ロン剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

4月23日 23334 ＳＤＳザンテツ豆つぶ２５０
ピリミスルファン・ベンゾビシク
ロン剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月23日 23351 シリウスエグザフロアブル
オキサジクロメホン・ピラクロニ
ル・ピラゾスルフロンエチル・ベ
ンゾビシクロン水和剤

日産化学工業㈱

4月9日 7327 トレファノサイド乳剤 トリフルラリン乳剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

4月9日 19749 ウリホス１キロ粒剤
ジメタメトリン・ピラゾレート・プ
レチラクロール・ベンフレセート
粒剤

ﾎｸｻﾝ㈱

4月9日 21692 ＳＴトレファノサイド乳剤 トリフルラリン乳剤 住友化学㈱

4月9日 22387 ブロードケア顆粒水和剤 フルセトスルフロン水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月9日 23116 シリウスエグザジャンボ
オキサジクロメホン・ピラクロニ
ル・ピラゾスルフロンエチル・ベ
ンゾビシクロン粒剤

日産化学工業㈱

4月9日 23122 キクンジャーＺジャンボ
ピラゾレート・プロピリスルフロ
ン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 23224 アクシズＭＸ１キロ粒剤
ピリフタリド・メソトリオン・メタゾ
スルフロン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

4月9日 23250
家庭園芸用ブロードケア顆粒
水和剤

フルセトスルフロン水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

4月9日 23251 シバキープＰｒｏ顆粒水和剤 フルセトスルフロン水和剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱
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除草剤（つづき）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月9日 23340 クサトリーＢＳＸジャンボＬ
フェントラザミド・ベンスルフロン
メチル・ベンゾビシクロン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 23342 サンバード１キロ粒剤３０ ピラゾレート粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

4月9日 23343 クサトリーＢＳＸフロアブルＬ
フェントラザミド・ベンスルフロン
メチル・ベンゾビシクロン水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

殺菌除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月9日 22362 プロテクメートＷＤＧ プロピネブ水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月9日 6004 ジベレリン明治 ジベレリン水溶剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月9日 6005 ジベレリン明治液剤 ジベレリン液剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月9日 6006 ジベレリン協和液剤 ジベレリン液剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

4月9日 6007 ジベレリン協和粉末 ジベレリン水溶剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

4月9日 15697 ジベレリン協和錠剤 ジベレリン水溶剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

4月9日 21050 ゼオンジャスモメート液剤 プロヒドロジャスモン液剤 日本ｾﾞｵﾝ㈱

4月9日 21051 ジャスモメート液剤 プロヒドロジャスモン液剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

4月9日 21318 ＳＴジベラ錠 ジベレリン水溶剤 住友化学㈱

4月9日 21319 ＳＴジベラ錠５ ジベレリン水溶剤 住友化学㈱

誘引・誘殺・交尾阻害剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

4月23日 23097 コンフューザーＡＡ
アリマルア・オリフルア・トートリ
ルア・ピーチフルア剤

信越化学工業㈱

4月9日 22099 サンケイユーゲサイドＤ
ダイアジノン・メチルオイゲノー
ル油剤

琉球産経㈱

4月9日 22100 一農ユーゲサイドＤ
ダイアジノン・メチルオイゲノー
ル油剤

第一農薬㈱

4月9日 23057 スカシバコンＬ シナンセルア剤 信越化学工業㈱

【失効有効成分】

失効日

4月25日

有効成分名

クロロネブ
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