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平成２６年７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】

殺菌剤 ※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

7月23日 23498 協友トリフミン水和剤 トリフルミゾール水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 23491 ベニカベジフルＶスプレー
クロチアニジン・ミクロブタニル
液剤

住友化学園芸㈱

7月23日 23497
ホクコーラブサイドキラップフロ
アブル

エチプロール・フサライド水和
剤

北興化学工業㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 23492 ゼータワンジャンボ プロピリスルフロン粒剤 住友化学㈱

7月9日 23493 協友ゼータワンジャンボ プロピリスルフロン粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

7月9日 23494 草退治Ｊ粒剤 テブチウロン・ＤＢＮ粒剤 住友化学園芸㈱

7月10日 23495 ソリスト顆粒水和剤 ピロキサスルホン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月10日 23496 理研ソリスト顆粒水和剤 ピロキサスルホン水和剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

7月23日 23499 デュポン　ハーレイＤＦ リムスルフロン水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 13488 ディ・トラペックス油剤
メチルイソチオシアネート・Ｄ－
Ｄ油剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月9日 19456 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 宇都宮化成工業㈱

7月9日 19457 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 ﾎｸｻﾝ㈱

7月9日 20479 チューンアップ顆粒水和剤 ＢＴ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月9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㈱

7月9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㈱

7月9日 23316 テルスター２ＳＣ ビフェントリン水和剤 ｴﾌｴﾑｼｰ･ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱

7月23日 16753 トレボン粉剤ＤＬ エトフェンプロックス粉剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

7月23日 16754 クミアイトレボン粉剤ＤＬ エトフェンプロックス粉剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 16755 日産トレボン粉剤ＤＬ エトフェンプロックス粉剤 日産化学工業㈱

7月23日 16756 サンケイトレボン粉剤ＤＬ エトフェンプロックス粉剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

7月23日 18504 オリオン水和剤４０ アラニカルブ水和剤 OATｱｸﾞﾘｵ㈱

7月23日 21503 バイオセーフ
スタイナーネマ　カーポカプサ
エ剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月23日 22469 サムコルフロアブル１０
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7月1日～31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8月20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

7月23日 22470 ホクコーサムコルフロアブル１０
クロラントラニリプロール水和
剤

北興化学工業㈱

7月23日 22471 丸和サムコルフロアブル１０
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㈱

7月23日 22472 兼商サムコルフロアブル１０
クロラントラニリプロール水和
剤

ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

7月23日 22473 ＭＩＣサムコルフロアブル１０
クロラントラニリプロール水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

7月23日 22648 ホクサントレボン粉剤ＤＬ エトフェンプロックス粉剤 ﾎｸｻﾝ㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 13684 ホーマイコート
チウラム・チオファネートメチル
水和剤

日本曹達㈱

7月9日 19426 セイビアーフロアブル２０ フルジオキソニル水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

7月9日 20888 ベンレートＴ水和剤２０ チウラム・ベノミル水和剤 住友化学㈱

7月9日 21111 Ｚボルドー 銅水和剤 日本農薬㈱

7月9日 21278 クルセイダーフロアブル 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㈱

7月9日 21525 チオノックフロアブル チウラム水和剤 大内新興化学工業㈱

7月9日 21875 トレノックスフロアブル チウラム水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

7月9日 22533 コサイド３０００ 銅水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

7月9日 22534 クミアイコサイド３０００ 銅水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月9日 22535 ＭＩＣコサイド３０００ 銅水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

7月9日 22536 丸和コサイド３０００ 銅水和剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

7月9日 22537 ホクサンコサイド３０００ 銅水和剤 ﾎｸｻﾝ㈱

7月23日 16300 トリフミン水和剤 トリフルミゾール水和剤 日本曹達㈱

7月23日 16301 石原トリフミン水和剤 トリフルミゾール水和剤 石原産業㈱

7月23日 16823 ダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月23日 16824 クミアイダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 18791 トップティ水和剤
チオファネートメチル・トリフルミ
ゾール水和剤

新富士化成薬㈱

7月23日 19252 モンカットフロアブル４０ フルトラニル水和剤 日本農薬㈱

7月23日 19469 ヤシマトリフミン水和剤 トリフルミゾール水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

7月23日 19654 日産モンカットフロアブル４０ フルトラニル水和剤 日産化学工業㈱

7月23日 21759 ＳＴダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤 住友化学㈱

7月23日 22155 ライメイフロアブル アミスルブロム水和剤 日産化学工業㈱

7月23日 22373 ウッドキングＳＰ トリホリン乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

7月23日 23002 フジドーＬフロアブル 銅水和剤 日本農薬㈱

7月23日 23104 ファンベル顆粒水和剤
イミノクタジンアルベシル酸塩・
ピリベンカルブ水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 23105 日曹ファンベル顆粒水和剤
イミノクタジンアルベシル酸塩・
ピリベンカルブ水和剤

日本曹達㈱

7月23日 23301
微量注入用ウッドキングＤＡＳ
Ｈ

トリホリン乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱
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殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 21058
大塚グランドオリゼメートオンコ
ル粒剤

ベンフラカルブ・プロベナゾー
ル粒剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

7月9日 21059
明治グランドオリゼメートオンコ
ル粒剤

ベンフラカルブ・プロベナゾー
ル粒剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

7月9日 23192 大塚ジャッジフェルテラ箱粒剤
クロラントラニリプロール・ベン
フラカルブ・プロベナゾール粒
剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

7月9日 23193 明治ジャッジフェルテラ箱粒剤
クロラントラニリプロール・ベン
フラカルブ・プロベナゾール粒
剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

7月23日 22506 ベニカＸファインスプレー
クロチアニジン・フェンプロパト
リン・メパニピリム水和剤

住友化学園芸㈱

7月23日 22930 ルーチンクアトロ箱粒剤
イミダクロプリド・エチプロール・
クロラントラニリプロール・イソ
チアニル粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 23302
ブイゲットフェルテラチェスＬ粒
剤

クロラントラニリプロール・ピメト
ロジン・チアジニル粒剤

日本農薬㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

7月9日 19644 理研ショートキープ液剤
ビスピリバックナトリウム塩液
剤

㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

7月9日 20933
ホクコーミスターホームラン１キ
ロ粒剤５１

オキサジクロメホン・クロメプ
ロップ・ベンスルフロンメチル粒
剤

北興化学工業㈱

7月9日 20934
ミスターホームラン１キロ粒剤５
１

オキサジクロメホン・クロメプ
ロップ・ベンスルフロンメチル粒
剤

ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

7月9日 21764 ゴウワンＬジャンボ
オキサジクロメホン・クロメプ
ロップ・ブロモブチド・ベンスル
フロンメチル粒剤

北興産業㈱

7月9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㈱

7月9日 22501 忍フロアブル
イマゾスルフロン・ピラクロニ
ル・ベンゾビシクロン水和剤

住友化学㈱

7月9日 22984 キクンジャーＺ１キロ粒剤
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㈱

7月9日 23008 ホクコーメテオ１キロ粒剤 ペントキサゾン粒剤 北興化学工業㈱

7月9日 23009 ホクコーメテオフロアブル ペントキサゾン水和剤 北興化学工業㈱

7月9日 23148 グリーンビルフロアブル エトベンザニド水和剤 保土谷化学工業㈱

7月9日 23149 アビシェムフロアブル エトベンザニド水和剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

7月9日 23153 ゼータファイヤジャンボ
プロピリスルフロン・ブロモブチ
ド粒剤

住友化学㈱

7月9日 23225 イネヒーロー１キロ粒剤
ダイムロン・ペントキサゾン・メ
タゾスルフロン粒剤

科研製薬㈱

7月9日 23226 日産イネヒーロー１キロ粒剤
ダイムロン・ペントキサゾン・メ
タゾスルフロン粒剤

日産化学工業㈱

7月9日 23313 ウィナーフロアブル
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水和
剤

北興化学工業㈱

7月9日 23314 ウィナーＬフロアブル
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水和
剤

北興化学工業㈱
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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

7月9日 23380 カットダウン１キロ粒剤
イマゾスルフロン・ピラクロニル
粒剤

住友化学㈱

7月9日 23381 ゴエモン１キロ粒剤
イプフェンカルバゾン・イマゾス
ルフロン・ブロモブチド粒剤

住友化学㈱

7月23日 7449 クサトールＦＰ粒剤 塩素酸塩粒剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

7月23日 11912 クロレートＳ 塩素酸塩粒剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月23日 20499 ヒエクリーン１キロ粒剤 ピリミノバックメチル粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 20958 バスタ液剤 グルホシネート液剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 21103 ワンステージ１キロ粒剤 ピリミノバックメチル粒剤 日本農薬㈱

7月23日 22237 ハーディ１キロ粒剤
ピラクロニル・ピラゾスルフロン
エチル・ブタクロール・ベンゾビ
シクロン粒剤

日産化学工業㈱

7月23日 22612 ボデーガード１キロ粒剤
テフリルトリオン・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㈱

7月23日 22613 ポッシブル１キロ粒剤
テフリルトリオン・メフェナセット
粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 22614 ポッシブルフロアブル
テフリルトリオン・メフェナセット
水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 22615 ポッシブルジャンボ
テフリルトリオン・メフェナセット
粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 22616 ボデーガードフロアブル
テフリルトリオン・フェントラザミ
ド水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

7月23日 22617 ボデーガードジャンボ
テフリルトリオン・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㈱

7月23日 22976 ザンテツ１キロ粒剤
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㈱

7月23日 22977 ＳＤＳザンテツ１キロ粒剤
ピリミスルファン・ベンゾビシク
ロン粒剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月23日 23114 アトトリ１キロ粒剤 ピリミスルファン粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 23117 シリウスエグザ顆粒
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㈱

7月23日 23143 ムソウジャンボ
ピリミスルファン・メフェナセット
剤

日本農薬㈱

7月23日 23213 ツインスタージャンボ
ダイムロン・メタゾスルフロン粒
剤

日産化学工業㈱

7月23日 23214 ＳＤＳツインスタージャンボ
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

7月23日 23219 コメット１キロ粒剤
テフリルトリオン・ピラクロニル・
メタゾスルフロン粒剤

日産化学工業㈱

7月23日 23220 コメットジャンボ
テフリルトリオン・ピラクロニル・
メタゾスルフロン粒剤

日産化学工業㈱

7月23日 23222 銀河１キロ粒剤
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾ
スルフロン粒剤

日産化学工業㈱

7月23日 23223 銀河ジャンボ
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾ
スルフロン粒剤

日産化学工業㈱

7月23日 23331 ナギナタジャンボ
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

7月23日 23332 ナギナタ豆つぶ２５０
オキサジクロメホン・ピリミスル
ファン・ベンゾビシクロン剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 23335 キクトモ１キロ粒剤
カフェンストロール・ジメタメトリ
ン・ダイムロン・ベンゾビシクロ
ン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

7月23日 23336 ＳＤＳキクトモ１キロ粒剤
カフェンストロール・ジメタメトリ
ン・ダイムロン・ベンゾビシクロ
ン粒剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

7月23日 23337 ザンテツジャンボ
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㈱

7月23日 23338 ＳＤＳザンテツジャンボ
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

7月23日 23349 月光ジャンボ
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㈱

7月23日 23350 ＳＤＳ月光ジャンボ
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

7月23日 23353 銀河フロアブル
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾ
スルフロン水和剤

日産化学工業㈱
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