
1 / 5 ページ

平成２６年８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

8月27日 23503 茶ちゃっとフロアブル
エトキサゾール・ピリミジフェン
水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月27日 23504 ダニトップフロアブル
エトキサゾール・ピリミジフェン
水和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 23505 スターマイトプラスフロアブル
シエノピラフェン・ピリダベン水
和剤

日産化学工業㈱

8月27日 23506 オールスタースプレー ジノテフラン液剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 23508 協友マブリックＥＷ フルバリネート乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 23500 リベロ水和剤 メトコナゾール水和剤 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

8月27日 23501 シバレンジャーシャワー アシュラム・ＭＣＰＰ液剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

8月27日 23502 シバキープエースシャワー アシュラム・ＭＣＰＰ液剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

8月27日 23507 クラールＥＷ
ジメタメトリン・ブタクロール乳
剤

日産化学工業㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 18500 カスケード乳剤 フルフェノクスロン乳剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6日 19184 コテツフロアブル クロルフェナピル水和剤 日本農薬㈱

8月6日 19185 クミアイコテツフロアブル クロルフェナピル水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

8月6日 19186 日曹コテツフロアブル クロルフェナピル水和剤 日本曹達㈱

8月6日 19479 ヤシマコテツフロアブル クロルフェナピル水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月6日 21303 カウンター乳剤 ノバルロン乳剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

8月6日 21304 マガンカウンター乳剤 ノバルロン乳剤 ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6日 21839 プリンスベイト フィプロニル粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6日 21916 フェニックス顆粒水和剤 フルベンジアミド水和剤 日本農薬㈱

8月6日 21917 日曹フェニックス顆粒水和剤 フルベンジアミド水和剤 日本曹達㈱

8月6日 22160 ベニカマイルドスプレー 還元澱粉糖化物液剤 住友化学園芸㈱

8月6日 22461 アクセルフロアブル メタフルミゾン水和剤 日本農薬㈱

8月6日 22565 アクセルキングフロアブル
トルフェンピラド・メタフルミゾン
水和剤

日本農薬㈱

8月6日 22760 ＢＡＳＦプリンス粒剤 フィプロニル粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

　平成26年8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9月25日号－２ 
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殺虫剤（続き）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 23080 ナイスイーグルＳＣ クロルフルアズロン水和剤 石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

8月6日 23198 アースガーデンＴ エトフェンプロックス乳剤 ｱｰｽ製薬㈱

8月6日 23444 協友コテツフロアブル クロルフェナピル水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月8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㈱

8月8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㈱

8月8日 19923 アプロードフロアブル ブプロフェジン水和剤 日本農薬㈱

8月8日 20016 マッチ乳剤 ルフェヌロン乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月8日 20106 アプロードエースフロアブル
フェンピロキシメート・ブプロフェ
ジン水和剤

日本農薬㈱

8月8日 21853 アファームエクセラ顆粒水和剤
エマメクチン安息香酸塩・ル
フェヌロン水和剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月8日 22029 旭Ｄ－Ｄ Ｄ－Ｄ剤 鹿島ｹﾐｶﾙ㈱

8月8日 22030 Ｄ－Ｄ Ｄ－Ｄ剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

8月8日 22031 ＤＣ油剤 Ｄ－Ｄ剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

8月8日 22032 テロン Ｄ－Ｄ剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

8月8日 22033 サンケイテロン Ｄ－Ｄ剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

8月27日 20316 サンクリスタル乳剤 脂肪酸グリセリド乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

8月27日 20805 スタークル粒剤 ジノテフラン粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 20806 アルバリン粒剤 ジノテフラン粒剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

8月27日 20807 ホクコースタークル粒剤 ジノテフラン粒剤 北興化学工業㈱

8月27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㈱

8月27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㈱

8月27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㈱

8月27日 20919 ガードベイトＡ ペルメトリン粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

8月27日 20959 三井東圧アルバリン粒剤 ジノテフラン粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27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㈱

8月27日 21580 アークリン水和剤 エトフェンプロックス水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

8月27日 21581 三井東圧アークリン水和剤 エトフェンプロックス水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 21597 エコピタ液剤 還元澱粉糖化物液剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月27日 21598 あめんこ１００ 還元澱粉糖化物液剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

8月27日 21767 アーリーセーフ 脂肪酸グリセリド乳剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

8月27日 22327 野菜ひろばＮ ペルメトリン粒剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

8月27日 22405 アントム顆粒水溶剤 ジノテフラン水溶剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 22419 ベニカマイルド液剤 還元澱粉糖化物液剤 住友化学園芸㈱

8月27日 22696 アニキ乳剤 レピメクチン乳剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27日 22738 スターガード粒剤 ジノテフラン粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27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㈱

8月27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㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 10529
ホクコーオーソサイド水和剤８
０

キャプタン水和剤 北興化学工業㈱
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殺菌剤（続き）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 11508
サンケイオーソサイド水和剤８
０

キャプタン水和剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6日 19636 ピリカット乳剤 ジフルメトリム乳剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

8月6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㈱

8月6日 21292 オーソサイド水和剤８０ キャプタン水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6日 23006 フルーツセイバー ペンチオピラド水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月6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㈱

8月6日 23133 兼商フルーツセイバー ペンチオピラド水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

8月6日 23134 ホクコーフルーツセイバー ペンチオピラド水和剤 北興化学工業㈱

8月6日 23168 キュプロフィックス４０ 銅水和剤 ﾕｰﾋﾟｰｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6日 23169 日曹ムッシュボルドーＤＦ 銅水和剤 日本曹達㈱

8月6日 23170
ホドガヤユーピーエルキュプロ
フィックス４０

銅水和剤 保土谷UPL㈱

8月8日 20624 ランマンフロアブル シアゾファミド水和剤 石原産業㈱

8月8日 21468 カンタスドライフロアブル ボスカリド水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月8日 21469 日曹カンタスドライフロアブル ボスカリド水和剤 日本曹達㈱

8月8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㈱

8月8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㈱

8月8日 22209 アフェットフロアブル ペンチオピラド水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月8日 22379 レーバスフロアブル マンジプロパミド水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 16562 リドミルＭＺ水和剤 マンゼブ・メタラキシル水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 17725 チルト乳剤２５ プロピコナゾール乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 17954 ノンブラス粉剤ＤＬ
トリシクラゾール・フェリムゾン
粉剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月27日 20090 ノンブラスフロアブル
トリシクラゾール・フェリムゾン
水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月27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㈱

8月27日 20574 アミスター２０フロアブル アゾキシストロビン水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27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㈱

8月27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㈱

8月27日 22144 アミスターオプティフロアブル
アゾキシストロビン・ＴＰＮ水和
剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 22771 フォリオゴールド メタラキシルＭ・ＴＰＮ水和剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 22772 リドミルゴールドＭＺ
マンゼブ・メタラキシルＭ水和
剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
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殺菌剤（続き）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月27日 22833 ユニフォーム粒剤
アゾキシストロビン・メタラキシ
ルＭ粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 23228 サンヨール・トレボンスプレー
エトフェンプロックス・ＤＢＥＤＣ
水和剤

米澤化学㈱

8月6日 23392 嵐プリンススピノ箱粒剤１０
スピノサド・フィプロニル・オリサ
ストロビン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6日 23393 嵐プリンススピノ箱粒剤６
スピノサド・フィプロニル・オリサ
ストロビン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 22915 ルーチントレス箱粒剤
イミダクロプリド・クロラントラニ
リプロール・イソチアニル粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月6日 19758 イデトップフロアブル トリアジフラム水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

8月6日 19854 科研草笛ジャンボ クミルロン・ペントキサゾン剤 科研製薬㈱

8月6日 21115 草笛ジャンボ クミルロン・ペントキサゾン剤 丸紅㈱

8月6日 21620 協友草笛ジャンボ クミルロン・ペントキサゾン剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

8月6日 22556 アンカーマンＤＦ
フルセトスルフロン・ベンタゾン
水和剤

石原産業㈱

8月6日 22557 ＢＡＳＦアンカーマンＤＦ
フルセトスルフロン・ベンタゾン
水和剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6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㈱

8月6日 23144 ライジンパワー１キロ粒剤
インダノファン・ピラクロニル・ベ
ンゾビシクロン粒剤

日本農薬㈱

8月6日 23145 ＳＤＳライジンパワー１キロ粒剤
インダノファン・ピラクロニル・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

8月6日 23174 フルイニングジャンボ
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㈱

8月6日 23175 ジャイブジャンボ
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㈱

8月6日 23176 タンボエースジャンボ
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㈱

8月27日 12006 アージラン液剤 アシュラム液剤 ﾕｰﾋﾟｰｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 19642 ノミニー液剤
ビスピリバックナトリウム塩液
剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

8月27日 20212 シャドー水和剤 ハロスルフロンメチル水和剤 日産化学工業㈱

8月27日 20978 ハーブラック顆粒水和剤 メタミトロン水和剤 ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
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除草剤（続き）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月27日 22116 イネキング１キロ粒剤
ピラクロニル・ピラゾレート・ベン
ゾビシクロン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

8月27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

8月27日 22606 ホクコーエーワン１キロ粒剤
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン粒剤

北興化学工業㈱

8月27日 22607 ＪＡエーワン１キロ粒剤
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン粒剤

全国農業協同組合連
合会

8月27日 22969 シリウスエグザ１キロ粒剤
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㈱

8月27日 22999 ハーブラックＷＤＧ メタミトロン水和剤 ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 23041 ベタハーブフロアブル
フェンメディファム・メタミトロン
水和剤

ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

8月27日 23042 ホクサンベタハーブフロアブル
フェンメディファム・メタミトロン
水和剤

ﾎｸｻﾝ㈱

8月27日 23139 ビッグシュアＺ１キロ粒剤５１
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

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

8月27日 23140 クサトリーＢＳＸ１キロ粒剤５１
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㈱

8月27日 23364 チャンスタイムＺ１キロ粒剤
ピラゾレート・プロピリスルフロ
ン粒剤

ﾎｸｻﾝ㈱

農薬肥料

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

8月27日 22170 サンブレイク液剤
ヒドロキシイソキサゾール複合
肥料

宇都宮化成工業㈱
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