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平成２６年６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

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月25日 23485 キモンブロック液剤 還元澱粉糖化物液剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

6月25日 23486 Ｎスラゴ 燐酸第二鉄粒剤 長瀬産業㈱

6月25日 23487 ＮＳスラゴ 燐酸第二鉄粒剤 ﾅｶﾞｾｻﾝﾊﾞｲｵ㈱

6月25日 23488 Ｎフェラモール 燐酸第二鉄粒剤 長瀬産業㈱

6月25日 23489 ＮＳフェラモール 燐酸第二鉄粒剤 ﾅｶﾞｾｻﾝﾊﾞｲｵ㈱

6月25日 23490 Ｎスクミンベイト３ 燐酸第二鉄粒剤 長瀬産業㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月11日 23482 オルパ顆粒水和剤
ピリベンカルブ・メパニピリム水
和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月11日 23483 日曹オルパ顆粒水和剤
ピリベンカルブ・メパニピリム水
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

6月11日 23481 アーセナルパワー イマザピル液剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

植物成長調整剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月11日 23484 スマートフレッシュ　タブ
１－メチルシクロプロペンくん蒸
剤

ﾛｰﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾊｰｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月11日 12455 カルホス乳剤 イソキサチオン乳剤 保土谷UPL㈱

6月11日 19103 ベストガード粒剤 ニテンピラム粒剤 住友化学㈱

6月11日 20673 アクタラ粒剤５ チアメトキサム粒剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月11日 20798 ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学㈱

6月11日 20811 スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン水溶剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月11日 20812 アルバリン顆粒水溶剤 ジノテフラン水溶剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

6月11日 20813 ホクコースタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン水溶剤 北興化学工業㈱

6月11日 20961
三井東圧アルバリン顆粒水溶
剤

ジノテフラン水溶剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月11日 21501 ベニカ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学園芸㈱

6月11日 21609 協友ベストガード粒剤 ニテンピラム粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月11日 21646 協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月11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㈱

　平成26年6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。

平成26年7月30日号－4 
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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

6月11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㈱

6月11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㈱

6月11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㈱

6月11日 22683 グリーンカルホス乳剤 イソキサチオン乳剤 保土谷化学工業㈱

6月11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㈱

6月11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㈱

6月11日 23275 ネマキック液剤 イミシアホス液剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

6月25日 17620 ダイアジノンＳＬゾル
ダイアジノンマイクロカプセル
剤

日本化薬㈱

6月25日 18339 ピラニカ水和剤 テブフェンピラド水和剤 日本農薬㈱

6月25日 18340 クミアイピラニカ水和剤 テブフェンピラド水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月25日 18341 日曹ピラニカ水和剤 テブフェンピラド水和剤 日本曹達㈱

6月25日 19457 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 ﾎｸｻﾝ㈱

6月25日 20798 ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学㈱

6月25日 20800 ダントツ粒剤 クロチアニジン粒剤 住友化学㈱

6月25日 21501 ベニカ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学園芸㈱

6月25日 21502 ベニカ粒剤 クロチアニジン粒剤 住友化学園芸㈱

6月25日 21645 協友ダントツ粒剤 クロチアニジン粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月25日 21646 協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月25日 22593 ベニカ液剤 クロチアニジン液剤 住友化学園芸㈱

6月25日 22983 スピネアタック スピネトラム水和剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

6月25日 23021 クミアイスプラサイド乳剤４０ ＤＭＴＰ乳剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月25日 23022 ＪＡスプラサイド乳剤４０ ＤＭＴＰ乳剤
全国農業協同組合連
合会

6月25日 23121 ベニカベジフルスプレー クロチアニジン液剤 住友化学園芸㈱

6月25日 23197 ガーデンアシストＶスプレー クロチアニジン液剤 ｷﾝｸﾞ園芸㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月11日 15648 三共ベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 ﾎｸｻﾝ㈱

6月11日 15649 クミアイベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月11日 17684 ラリー水和剤 ミクロブタニル水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

6月11日 21467 ベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 日本曹達㈱

6月11日 21653 協友ベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月11日 22541 ＭＩＣベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月11日 22579 ホクサンベフラン液剤２５ イミノクタジン酢酸塩液剤 ﾎｸｻﾝ㈱

6月25日 11573 トップジンＭ水和剤 チオファネートメチル水和剤 日本曹達㈱

6月25日 11574 クミアイトップジンＭ水和剤 チオファネートメチル水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月25日 11575 ホクコートップジンＭ水和剤 チオファネートメチル水和剤 北興化学工業㈱

6月25日 14228 トップジンＭゾル チオファネートメチル水和剤 日本曹達㈱

6月25日 14230 ホクコートップジンＭゾル チオファネートメチル水和剤 北興化学工業㈱

6月25日 18750 石原フロンサイドＳＣ フルアジナム水和剤 石原産業㈱

6月25日 18751 日曹フロンサイドＳＣ フルアジナム水和剤 日本曹達㈱
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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

6月25日 19783 家庭園芸用トップジンＭゾル チオファネートメチル水和剤 日本曹達㈱

6月25日 20976 日農トップジンＭ水和剤 チオファネートメチル水和剤 日本農薬㈱

6月25日 20979 モンガリット粒剤 シメコナゾール粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月25日 20990 テーク水和剤
シメコナゾール・マンゼブ水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月25日 21860 ベフトップジンフロアブル
イミノクタジン酢酸塩・チオファ
ネートメチル水和剤

日本曹達㈱

6月25日 21862 日農ベフトップジンフロアブル
イミノクタジン酢酸塩・チオファ
ネートメチル水和剤

日本農薬㈱

6月25日 21863
クミアイベフトップジンフロアブ
ル

イミノクタジン酢酸塩・チオファ
ネートメチル水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月25日 22631 ホクサンフロンサイドＳＣ フルアジナム水和剤 ﾎｸｻﾝ㈱

6月25日 22982 リゾトップ フラメトピル水和剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

6月25日 23108 協友トップジンＭ水和剤 チオファネートメチル水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月25日 23317 ナイスカップル
オキソリニック酸・ストレプトマイ
シン水和剤

住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

6月25日 23376 エーツージー
フラメトピル・メトコナゾール水
和剤

住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月25日 21223
大塚ブイゲットグランドオンコル
粒剤

ベンフラカルブ・チアジニル粒
剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

6月25日 21224
日農ブイゲットグランドオンコル
粒剤

ベンフラカルブ・チアジニル粒
剤

日本農薬㈱

6月25日 22706 ルーチンアドスピノＧＴ箱粒剤
イミダクロプリド・スピノサド・イ
ソチアニル・チフルザミド粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

6月25日 23039 シャリオ箱粒剤
イミダクロプリド・スピノサド・イ
ソチアニル・チフルザミド粒剤

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

6月11日 21697 快速除草 ブロマシル粉粒剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月11日 21899 クサキールＦＧ ブロマシル粉粒剤 北興産業㈱

6月11日 22087 ピラクロン１キロ粒剤 ピラクロニル粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月11日 22225 兆１キロ粒剤 ピラクロニル粒剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

6月11日 22577 セレクト乳剤 クレトジム乳剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

6月11日 22664 こっぱＳ ブロマシル粉粒剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

6月11日 23081 アシュラスター液剤
アシュラム・ＭＤＢＡカリウム塩
液剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月11日 23082
ホドガヤユーピーエルアシュラ
スター液剤

アシュラム・ＭＤＢＡカリウム塩
液剤

保土谷UPL㈱

6月11日 23083
ユーピーエルアシュラスター液
剤

アシュラム・ＭＤＢＡカリウム塩
液剤

ﾕｰﾋﾟｰｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月11日 23095 まるぼうずＧ ブロマシル・ＭＣＰＰ粒剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月11日 23177 まるぼうずＤＸ
ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月11日 23178 ネコソギトップＲＸ
ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
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

6月11日 23199 ホットコンビフロアブル
テニルクロール・ベンゾビシクロ
ン水和剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

6月11日 23377 こっぱみじんＷ ブロマシル・ＭＣＰＰ粒剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

6月25日 18567 ソルネット１キロ粒剤 プレチラクロール粒剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月25日 20023 パワーガイザー液剤
イマザモックスアンモニウム塩
液剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月25日 22846 半蔵１キロ粒剤
シクロスルファムロン・ベンゾビ
シクロン・ペントキサゾン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
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