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平成２６年９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

9月10日 23518 カイガラムシエアゾール
クロチアニジン・フェンプロパト
リンエアゾル

住友化学園芸㈱

9月10日 23523 協友機械油乳剤９５ マシン油乳剤 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

9月10日 23522 キノンドー顆粒水和剤 有機銅水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

9月10日 23524 協友スポルタック乳剤 プロクロラズ乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 23529 クロステクト水和剤 マンゼブ・ミクロブタニル水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 23511 箱王子粒剤
クロチアニジン・スピネトラム・
イソチアニル粒剤

住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 23509 コメットフロアブル
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㈱

9月10日 23510 アールタイプ１キロ粒剤
ピラゾレート・ベンゾビシクロン・
メタゾスルフロン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

9月10日 23512 カチボシＬフロアブル
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
水和剤

北興化学工業㈱

9月10日 23513 カチボシフロアブル
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
水和剤

北興化学工業㈱

9月10日 23514 カチボシ１キロ粒剤５１
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
粒剤

北興化学工業㈱

9月10日 23515 カチボシ１キロ粒剤７５
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
粒剤

北興化学工業㈱

9月10日 23516 カチボシＬジャンボ
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
粒剤

北興化学工業㈱

9月10日 23517 カチボシジャンボ
イプフェンカルバゾン・テフリル
トリオン・ベンスルフロンメチル
粒剤

北興化学工業㈱

9月10日 23519 バッチリＬＸフロアブル
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル・ブロモブ
チド水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

　平成26年9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10月20日号－２ 
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除草剤（続き）

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 23520 バッチリＬＸジャンボ
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル・ブロモブ
チド粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月10日 23521 バッチリＬＸ１キロ粒剤
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル・ブロモブ
チド粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 23525 イネヒーロージャンボ
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㈱

9月24日 23526 日産イネヒーロージャンボ
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㈱

9月24日 23527 モーレツ１キロ粒剤
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンフレセート粒剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

9月24日 23528 ＳＤＳモーレツ１キロ粒剤
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンフレセート粒剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 15180 ハーベストオイル マシン油乳剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

9月10日 15463 ハクサップ水和剤
フェンバレレート・マラソン水和
剤

住友化学㈱

9月10日 15464 ホクコーハクサップ水和剤
フェンバレレート・マラソン水和
剤

北興化学工業㈱

9月10日 15467 日農ハクサップ水和剤
フェンバレレート・マラソン水和
剤

日本農薬㈱

9月10日 15469 サンケイハクサップ水和剤
フェンバレレート・マラソン水和
剤

ｻﾝｹｲ化学㈱

9月10日 17121 石原アタブロン乳剤 クロルフルアズロン乳剤 石原産業㈱

9月10日 19171 ベジタメートＡＬ ペルメトリン液剤 北興産業㈱

9月10日 19979 オルトランカプセル アセフェート剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

9月10日 21305 出光ハーベストオイル マシン油乳剤 出光興産㈱

9月10日 21791 ＧＦオルトランカプセル アセフェート剤 住友化学園芸㈱

9月10日 21813 ウララ５０ＤＦ フロニカミド水和剤 石原産業㈱

9月10日 21935 協友ハクサップ水和剤
フェンバレレート・マラソン水和
剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月10日 22507 ＭＩＣアタブロン乳剤 クロルフルアズロン乳剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

9月10日 23266 アーデントフロアブル アクリナトリン水和剤 CBC㈱

9月10日 23267 日農アーデントフロアブル アクリナトリン水和剤 日本農薬㈱

9月24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㈱

9月24日 19456 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 宇都宮化成工業㈱

9月24日 19457 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 ﾎｸｻﾝ㈱

9月24日 23020 クミアイスプラサイド水和剤 ＤＭＴＰ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

9月24日 23023 ＪＡスプラサイド水和剤 ＤＭＴＰ水和剤
全国農業協同組合連
合会
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殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 4407 サンケイ園芸ボルドー 硫黄・銅水和剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

9月10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㈱

9月10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㈱

9月10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㈱

9月10日 13823 アグレプト液剤 ストレプトマイシン液剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

9月10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㈱

9月10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㈱

9月10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㈱

9月10日 22516 アグロケア水和剤 バチルス　ズブチリス水和剤 日本曹達㈱

9月10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㈱

9月10日 22922 プライア水和剤
ジエトフェンカルブ・ベノミル水
和剤

住友化学㈱

9月10日 23045 イデクリーン水和剤 硫黄・銅水和剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

9月10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㈱

9月10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㈱

9月10日 23424 ルーチンＦＳ イソチアニル水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

9月24日 17386 バリダシン液剤５ バリダマイシン液剤 住友化学㈱

9月24日 17387 ホクコーバリダシン液剤５ バリダマイシン液剤 北興化学工業㈱

9月24日 17388 サンケイバリダシン液剤５ バリダマイシン液剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

9月24日 20889 ベンレート水和剤 ベノミル水和剤 住友化学㈱

9月24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㈱

9月24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㈱

9月24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㈱

9月24日 23180 ＧＦベンレート水和剤 ベノミル水和剤 住友化学園芸㈱

9月24日 23184 カンパネラ水和剤
ベンチアバリカルブイソプロピ
ル・マンゼブ水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

9月24日 23185 ベネセット水和剤
ベンチアバリカルブイソプロピ
ル・マンゼブ水和剤

住友化学㈱

9月24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㈱

9月24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㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 23372 スターガードプラスＡＬ
ジノテフラン・ペンチオピラド水
和剤

北興産業㈱

9月10日 23373 ＭＩＣスターガードプラスＡＬ
ジノテフラン・ペンチオピラド水
和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

9月24日 22699 スタウトダントツ箱粒剤０８
クロチアニジン・イソチアニル粒
剤

住友化学㈱

9月24日 22700 ツインターボ箱粒剤０８
クロチアニジン・イソチアニル粒
剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

9月24日 22924
ホクコートップジンスタークルフ
ロアブル

ジノテフラン・チオファネートメチ
ル水和剤

北興化学工業㈱

9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㈱
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殺虫殺菌剤（続き）

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9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

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月10日 19868 科研ユートピア粒剤１５
シクロスルファムロン・ペントキ
サゾン粒剤

科研製薬㈱

9月10日 19869 ユートピア粒剤１５
シクロスルファムロン・ペントキ
サゾン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

9月10日 21599 イッテツジャンボ
イマゾスルフロン・カフェンスト
ロール・ベンゾビシクロン粒剤

住友化学㈱

9月10日 21600 ＳＤＳイッテツジャンボ
イマゾスルフロン・カフェンスト
ロール・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

9月10日 21803 ボランティアジャンボ
イマゾスルフロン・カフェンスト
ロール・ベンゾビシクロン粒剤

住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

9月10日 22570 プレキープ１キロ粒剤
ピラゾキシフェン・ベンゾビシク
ロン粒剤

石原産業㈱

9月10日 23280 アルファード液剤 トプラメゾン液剤 日本曹達㈱

9月24日 20053 日産ハイメドウフロアブル カフェンストロール水和剤 日産化学工業㈱

9月24日 22091 ピラクロエースフロアブル
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンゾフェナップ水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 22097 ラポストフロアブル カフェンストロール水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

9月24日 22148 バッチリ１キロ粒剤
イマゾスルフロン・ピラクロニ
ル・ブロモブチド粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 22693 アピロトップＭＸ１キロ粒剤７５
ピリフタリド・プレチラクロール・
ベンスルフロンメチル・メソトリ
オン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

9月24日 22723 アピロキリオＭＸ１キロ粒剤７５
ピリフタリド・プレチラクロール・
ベンスルフロンメチル・メソトリ
オン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

9月24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㈱

9月24日 23118 サラブレッドＫＡＩフロアブル
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 23119 サラブレッドＫＡＩ１キロ粒剤
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 23152 ゼータファイヤフロアブル
プロピリスルフロン・ブロモブチ
ド水和剤

住友化学㈱

9月24日 23154 ゼータファイヤ１キロ粒剤
プロピリスルフロン・ブロモブチ
ド粒剤

住友化学㈱

9月24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㈱

9月24日 23318 カリュードフロアブル
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンゾフェナップ水和剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

9月24日 23339 サラブレッドＫＡＩジャンボ
イマゾスルフロン・オキサジクロ
メホン・ピラクロニル粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

9月24日 23384 ロニーＶ粒剤
テブチウロン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒
剤

保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

9月24日 23385 草退治Ｖ粒剤
テブチウロン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒
剤

住友化学園芸㈱
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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

9月24日 23414 コダールＳ水和剤
プロメトリン・Ｓ－メトラクロール
水和剤

日本化薬㈱

9月24日 23415 クサブランカーＤＸ粒剤
シアナジン・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

9月24日 23416 クサノンＺ粒剤
シアナジン・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

住友化学園芸㈱

9月24日 23417 クサダウンＤＸ粒剤
シアナジン・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

北興産業㈱

9月24日 23418 パランＧ粒剤
シアナジン・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

㈱伊吹正

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

9月24日 14391 ビーエー液剤 ベンジルアミノプリン液剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

9月24日 17423 カルパー粉粒剤１６ 過酸化カルシウム粉粒剤 保土谷化学工業㈱

9月24日 17424 カヤクカルパー粉粒剤１６ 過酸化カルシウム粉粒剤 日本化薬㈱

【失効有効成分】

失効日

9月24日

9月25日

有効成分名

クロルピリホスメチル

ＭＣＰＡナトリウム塩一水化物
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