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平成２６年１０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

10月3日 23553 デュポン　ベネビアＯＤ シアントラニリプロール水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

10月3日 23554 クミアイベネビアＯＤ シアントラニリプロール水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23555 兼商ベネビアＯＤ シアントラニリプロール水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

10月3日 23556 デュポン　ベリマークＳＣ シアントラニリプロール水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

10月3日 23557 クミアイベリマークＳＣ シアントラニリプロール水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23558 ＯＡＴベリマークＳＣ シアントラニリプロール水和剤 OATｱｸﾞﾘｵ㈱

10月3日 23559 日曹ベリマークＳＣ シアントラニリプロール水和剤 日本曹達㈱

10月3日 23560 デュポン　エクシレルＳＥ シアントラニリプロール水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

10月3日 23561 クミアイエクシレルＳＥ シアントラニリプロール水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23562 ＯＡＴエクシレルＳＥ シアントラニリプロール水和剤 OATｱｸﾞﾘｵ㈱

10月3日 23563 日産エクシレルＳＥ シアントラニリプロール水和剤 日産化学工業㈱

10月3日 23564 パディート箱粒剤 シアントラニリプロール粒剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

10月3日 23565 クミアイパディート箱粒剤 シアントラニリプロール粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23566 バズ顆粒水和剤 シアントラニリプロール水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23567 デュポン　プリロッソ粒剤 シアントラニリプロール粒剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

10月3日 23568 日産プリロッソ粒剤 シアントラニリプロール粒剤 日産化学工業㈱

10月3日 23569 丸和プリロッソ粒剤 シアントラニリプロール粒剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

10月8日 23574 プリンススピノ粒剤１０ スピノサド・フィプロニル粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月22日 23575 ジオゼット水和剤 ポリオキシン水和剤 科研製薬㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月3日 23570 スタウトパディート箱粒剤
シアントラニリプロール・イソチ
アニル粒剤

住友化学㈱

10月3日 23571 ルーチンデュオ箱粒剤
シア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

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月3日 23530 ヒエカット１キロ粒剤 フェノキサスルホン粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23531 クミスター１キロ粒剤５１
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23532 アルファープロ１キロ粒剤５１
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23533 クミスター１キロ粒剤７５
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

　平成26年10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11月17日号－3 
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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

10月3日 23534 アルファープロ１キロ粒剤７５
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23535 ガンガン豆つぶ２５０
ピリミスルファン・フェノキサス
ルホン剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23536 ガンガンジャンボ
ピリミスルファン・フェノキサス
ルホン剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23537 ガンガン１キロ粒剤
ピリミスルファン・フェノキサス
ルホン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23538 クミスター豆つぶ２５０
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23539 クミスターＬ豆つぶ２５０
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23540 クミスタージャンボ
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23541 アルファープロＨジャンボ
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23542 クミスターＬジャンボ
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23543 アルファープロＬジャンボ
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23544 クミスターフロアブル
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23545 アルファープロＨフロアブル
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル水和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23546 クミスターＬフロアブル
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23547 アルファープロＬフロアブル
フェノキサスルホン・ブロモブチ
ド・ベンスルフロンメチル水和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

10月3日 23548 オオワザジャンボ
フェノキサスルホン・ベンスルフ
ロンメチル・ベンゾビシクロン粒
剤

日本農薬㈱

10月3日 23549 オオワザ１キロ粒剤７５
フェノキサスルホン・ベンスルフ
ロンメチル・ベンゾビシクロン粒
剤

日本農薬㈱

10月3日 23550 オオワザフロアブル
フェノキサスルホン・ベンスルフ
ロンメチル・ベンゾビシクロン水
和剤

日本農薬㈱

10月3日 23551 ベンケイ１キロ粒剤
ピリミスルファン・フェノキサス
ルホン・ベンゾビシクロン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月3日 23552 ヤブサメ豆つぶ２５０
ピラクロニル・ピリミスルファン・
フェノキサスルホン剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月8日 23572 ゲキテツ１キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル・ベンチ
オカーブ・ペントキサゾン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月8日 23573 日産ゲキテツ１キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル・ベンチ
オカーブ・ペントキサゾン粒剤

日産化学工業㈱

10月22日 23576 ラーチＲＸ粒剤
カルブチレート・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ
粒剤

保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

10月22日 23577 クサノンＴ粒剤
カルブチレート・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ
粒剤

住友化学園芸㈱

10月22日 23578 ゴエモンフロアブル
イプフェンカルバゾン・イマゾス
ルフロン・ブロモブチド水和剤

住友化学㈱
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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

10月22日 23579 ワイドショット１キロ粒剤
テフリルトリオン・ペノキススラ
ム粒剤

北興化学工業㈱

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月3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㈱

10月3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㈱

10月3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㈱

10月3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㈱

10月3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㈱

10月3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㈱

10月3日 19962 バロックフロアブル エトキサゾール水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

10月3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㈱

10月8日 18311 フォース粒剤 テフルトリン粒剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

10月8日 18313 日農フォース粒剤 テフルトリン粒剤 日本農薬㈱

10月8日 20178 スピノエース顆粒水和剤 スピノサド水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

10月8日 20179 日産スピノエース顆粒水和剤 スピノサド水和剤 日産化学工業㈱

10月8日 20180
クミアイスピノエース顆粒水和
剤

スピノサド水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月8日 21237 ダニメツフロアブル
エトキサゾール・オレイン酸ナト
リウム水和剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

10月8日 22154 スクミノン５ メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

10月8日 22171 住友化学ゴッツＡ
ペキロマイセス　テヌイペス乳
剤

住友化学㈱

10月8日 22172 ゴッツＡ
ペキロマイセス　テヌイペス乳
剤

出光興産㈱

10月8日 22555 ジュリボフロアブル
クロラントラニリプロール・チア
メトキサム水和剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

10月8日 22571 マッケンジー 塩酸レバミゾール液剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

10月8日 23037 ジャンボタニシ退治粒剤 メタアルデヒド粒剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

10月8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㈱

10月22日 22094 ダニゲッターフロアブル スピロメシフェン水和剤 ﾊﾞｲｴﾙ ｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

10月22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㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月8日 16558 リドミル粒剤２ メタラキシル粒剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

10月8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㈱

10月8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㈱

10月8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㈱

10月8日 22290 シグナム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㈱

10月8日 22627 オーシャインフロアブル
オキスポコナゾールフマル酸塩
水和剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱
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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

10月8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㈱

10月8日 23102 ファンタジスタ顆粒水和剤 ピリベンカルブ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

10月8日 23103 日曹ファンタジスタ顆粒水和剤 ピリベンカルブ水和剤 日本曹達㈱

10月22日 3316 アグリマイシン－１００
オキシテトラサイクリン・ストレ
プトマイシン水和剤

ｿﾞｴﾃｨｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

10月22日 10331 タチガレン液剤 ヒドロキシイソキサゾール液剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月3日 22901 ザクサ液剤
グルホシネートＰナトリウム塩
液剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

10月3日 22902 ホクコーザクサ液剤
グルホシネートＰナトリウム塩
液剤

北興化学工業㈱

10月8日 22090 ピラクロエース１キロ粒剤
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンゾフェナップ粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

10月8日 23319 カリュード１キロ粒剤
ピラクロニル・ベンゾビシクロ
ン・ベンゾフェナップ粒剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

10月8日 23360 テッケン１キロ粒剤
ペノキススラム・ベンゾビシクロ
ン粒剤

日本農薬㈱

10月8日 23361 ニトウリュウ１キロ粒剤
ペノキススラム・ベンゾビシクロ
ン粒剤

㈱ﾆﾁﾉｰｻｰﾋﾞｽ

10月22日 17660 クレマート乳剤 ブタミホス乳剤 住友化学㈱

10月22日 17661 ホクコークレマート乳剤 ブタミホス乳剤 北興化学工業㈱

10月22日 17663 日農クレマート乳剤 ブタミホス乳剤 日本農薬㈱

10月22日 17664 サンケイクレマート乳剤 ブタミホス乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

10月22日 21921 マットタブジャンボ クミルロン・テニルクロール剤 丸紅㈱

10月22日 21922 日農マットタブジャンボ クミルロン・テニルクロール剤 日本農薬㈱

10月22日 21923 トクヤマ　マットタブジャンボ クミルロン・テニルクロール剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

10月22日 22500 忍１キロ粒剤
イマゾスルフロン・ピラクロニ
ル・ベンゾビシクロン粒剤

住友化学㈱

10月22日 22790 忍ジャンボ
イマゾスルフロン・ピラクロニ
ル・ベンゾビシクロン粒剤

住友化学㈱

10月22日 22834 ゼータワン１キロ粒剤 プロピリスルフロン粒剤 住友化学㈱

10月22日 22835 協友ゼータワン１キロ粒剤 プロピリスルフロン粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

10月22日 22840 メガゼータフロアブル
ピラクロニル・プロピリスルフロ
ン水和剤

住友化学㈱

10月22日 22841 ビクトリーＺフロアブル
ピラクロニル・プロピリスルフロ
ン水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

10月22日 22842 メガゼータ１キロ粒剤
ピラクロニル・プロピリスルフロ
ン粒剤

住友化学㈱

10月22日 22843 ビクトリーＺ１キロ粒剤
ピラクロニル・プロピリスルフロ
ン粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

10月22日 23146 ライジンパワーフロアブル
インダノファン・ピラクロニル・ベ
ンゾビシクロン水和剤

日本農薬㈱

10月22日 23147 ＳＤＳライジンパワーフロアブル
インダノファン・ピラクロニル・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

10月22日 23155 ブルゼータフロアブル
プロピリスルフロン・ベンゾビシ
クロン水和剤

住友化学㈱
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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

10月22日 23156 ＳＤＳブルゼータフロアブル
プロピリスルフロン・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

10月22日 23159 ブルゼータジャンボ
プロピリスルフロン・ベンゾビシ
クロン粒剤

住友化学㈱

10月22日 23160 ＳＤＳブルゼータジャンボ
プロピリスルフロン・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

10月22日 23273 クサピース水和剤 ＤＣＢＮ水和剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

10月22日 23355 ライジンパワージャンボ
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㈱

10月22日 23356 ＳＤＳライジンパワージャンボ
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

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月22日 14434 ジベレリン協和ペースト ジベレリン塗布剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

10月22日 22390 ヒオモン水溶剤
１－ナフタレン酢酸ナトリウム
水溶剤

ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱
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