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平成２６年１１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

11月19日 23587 パルミノ キノキサリン系水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月5日 23580
ブイゲットアドマイヤースピノ箱
粒剤

イミダクロプリド・スピノサド・チ
アジニル粒剤

日本農薬㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月5日 23581 マメットＳＭジャンボ
シメトリン・モリネート・ＭＣＰＢ
粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

11月5日 23582 テマエース１キロ粒剤
イマゾスルフロン・ダイムロン・
ペントキサゾン粒剤

科研製薬㈱

11月5日 23583 テマエースフロアブル
イマゾスルフロン・ダイムロン・
ペントキサゾン水和剤

科研製薬㈱

11月17日 23584 リベレーターフロアブル
ジフルフェニカン・フルフェナ
セット水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月17日 23585 リベレーターＧ
ジフルフェニカン・フルフェナ
セット粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 23586 クサピース粒剤 ＤＣＢＮ粒剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

11月19日 23588 かねつぐ－ラジカルジャンボ
シクロスルファムロン・プレチラ
クロール粒剤

BASF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

11月5日 15677 アプロード水和剤 ブプロフェジン水和剤 日本農薬㈱

11月5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㈱

11月5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㈱

11月5日 22827 ボリアムガンダム顆粒水和剤
エマメクチン安息香酸塩・クロラ
ントラニリプロール水和剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月17日 8202 日農オマイト水和剤 ＢＰＰＳ水和剤 日本農薬㈱

11月17日 13175 ホクコーオルトラン水和剤 アセフェート水和剤 北興化学工業㈱

11月17日 13177 ホクコーオルトラン粒剤 アセフェート粒剤 北興化学工業㈱

11月17日 16688 マイキラー メタアルデヒド水和剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

11月17日 19566
家庭園芸用ホクコーオルトラン
水和剤

アセフェート水和剤 北興化学工業㈱

11月17日 19568
家庭園芸用ホクコーオルトラン
粒剤

アセフェート粒剤 北興化学工業㈱

　平成26年11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12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

11月17日 19992 オルトラン水和剤 アセフェート水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月17日 19993 オルトラン粒剤 アセフェート粒剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月17日 20507 Ｆ．Ｇ．マイキラー メタアルデヒド水和剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

11月17日 20939 ジェイエース粒剤 アセフェート粒剤
全国農業協同組合連
合会

11月17日 20940 「興農」ジェネレート粒剤 アセフェート粒剤 興農股有限公司

11月17日 20967 ジェイエース水溶剤 アセフェート水溶剤
全国農業協同組合連
合会

11月17日 20968 「興農」ジェネレート水溶剤 アセフェート水溶剤 興農股有限公司

11月17日 21519 家庭園芸用オルトラン水和剤 アセフェート水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月17日 21520 家庭園芸用オルトラン粒剤 アセフェート粒剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月17日 21733 オルトランＤＸ粒剤
アセフェート・クロチアニジン粒
剤

住友化学園芸㈱

11月17日 21789 家庭園芸用ＧＦオルトラン粒剤 アセフェート粒剤 住友化学園芸㈱

11月17日 21819
家庭園芸用ＧＦオルトラン水和
剤

アセフェート水和剤 住友化学園芸㈱

11月17日 21903 スミフェート水溶剤 アセフェート水溶剤 住友化学㈱

11月17日 21904 スミフェート粒剤 アセフェート粒剤 住友化学㈱

11月17日 22153 スクミノン メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

11月17日 22154 スクミノン５ メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

11月17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㈱

11月19日 9783 トモノールＳ マシン油乳剤 OATｱｸﾞﾘｵ㈱

11月19日 13175 ホクコーオルトラン水和剤 アセフェート水和剤 北興化学工業㈱

11月19日 18218 アドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド粒剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 18220 クミアイアドマイヤー１粒剤 イミダクロプリド粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月19日 18525 キルパー カーバムナトリウム塩液剤 ﾊﾞｯｸﾏﾝﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ㈱

11月19日 18562 アドマイヤーフロアブル イミダクロプリド水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 18563 クミアイアドマイヤーフロアブル イミダクロプリド水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月19日 18999 ロムダンフロアブル テブフェノジド水和剤 日本曹達㈱

11月19日 19000 日農ロムダンフロアブル テブフェノジド水和剤 日本農薬㈱

11月19日 19001 ホクコーロムダンフロアブル テブフェノジド水和剤 北興化学工業㈱

11月19日 19566
家庭園芸用ホクコーオルトラン
水和剤

アセフェート水和剤 北興化学工業㈱

11月19日 19992 オルトラン水和剤 アセフェート水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 20342 アドマイヤー顆粒水和剤 イミダクロプリド水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 20343
クミアイアドマイヤー顆粒水和
剤

イミダクロプリド水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月19日 20938 ジェネレート粒剤 アセフェート粒剤 丸紅㈱

11月19日 20966 ジェネレート水溶剤 アセフェート水溶剤 丸紅㈱

11月19日 21519 家庭園芸用オルトラン水和剤 アセフェート水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 21819
家庭園芸用ＧＦオルトラン水和
剤

アセフェート水和剤 住友化学園芸㈱

11月19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㈱

11月19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㈱
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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

11月19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㈱

11月19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㈱

11月19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㈱

11月19日 22669
ホクサンアドマイヤー顆粒水和
剤

イミダクロプリド水和剤 ﾎｸｻﾝ㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月5日 19511 サーガ水和剤
イミノクタジンアルベシル酸塩・
マンゼブ水和剤

日本曹達㈱

11月5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㈱

11月5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㈱

11月5日 23276 トリフミンジェット トリフルミゾールくん煙剤 日本曹達㈱

11月5日 23277 新富士トリフミンジェット トリフルミゾールくん煙剤 新富士化成薬㈱

11月17日 8086 キノンドー水和剤４０ 有機銅水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

11月17日 14359 キノンドー水和剤８０ 有機銅水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

11月17日 14595 キンセット水和剤 銅・有機銅水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

11月17日 15664 オキシンドー水和剤８０ 有機銅水和剤 日本農薬㈱

11月17日 17203 スターナ水和剤 オキソリニック酸水和剤 住友化学㈱

11月17日 17959 住化ナレート水和剤
オキソリニック酸・有機銅水和
剤

住友化学㈱

11月17日 17960 ナレート水和剤
オキソリニック酸・有機銅水和
剤

日本農薬㈱

11月17日 18064 キンセット水和剤８０ 銅・有機銅水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

11月17日 18088 ベフキノン水和剤
イミノクタジン酢酸塩・有機銅水
和剤

ｻﾝｹｲ化学㈱

11月17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㈱

11月17日 21247 オキシラン水和剤 キャプタン・有機銅水和剤 日本農薬㈱

11月17日 21514 日曹ベフキノン水和剤
イミノクタジン酢酸塩・有機銅水
和剤

日本曹達㈱

11月17日 21735 協友スターナ水和剤 オキソリニック酸水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

11月17日 21840 ワークアップ乳剤 メトコナゾール乳剤 ㈱ｸﾚﾊ

11月17日 21925 ホクコーワークアップ粉剤ＤＬ メトコナゾール粉剤 北興化学工業㈱

11月17日 21926 ワークアップ粉剤ＤＬ メトコナゾール粉剤 ㈱ｸﾚﾊ

11月17日 22085 ホクコーワークアップＳ乳剤 メトコナゾール乳剤 北興化学工業㈱

11月17日 22527 ワークアップフロアブル メトコナゾール水和剤 北興化学工業㈱

11月17日 22528 リベロフロアブル メトコナゾール水和剤 北興産業㈱

11月17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㈱

11月17日 23500 リベロ水和剤 メトコナゾール水和剤 北興化学工業㈱

11月19日 18644 ＩＣボルドー４１２ 銅水和剤 井上石灰工業㈱(高知)

11月19日 18645 ＩＣボルドー６６Ｄ 銅水和剤 井上石灰工業㈱(高知)

11月19日 22478 ネビリュウ フルスルファミド粉粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

11月19日 22701 ルーチン粒剤 イソチアニル粒剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱
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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

11月19日 22702 クミアイルーチン粒剤 イソチアニル粒剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月19日 23127 ファンターフ顆粒水和剤 ピリベンカルブ水和剤 日本曹達㈱

11月19日 23128 理研ファンターフ顆粒水和剤 ピリベンカルブ水和剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月5日 22705 ルーチンアドスピノ箱粒剤
イミダクロプリド・スピノサド・イ
ソチアニル粒剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 23033 箱いり娘粒剤
クロチアニジン・スピネトラム・
イソチアニル・フラメトピル粒剤

住友化学㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月5日 18724 ダイロンゾル ＤＣＭＵ水和剤 保土谷化学工業㈱

11月5日 18813 グリホエキス液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

赤城物産㈱

11月5日 18814 サンフーロン液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

大成農材㈱

11月5日 18815 エイトアップ液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

㈱ｼｰ･ｼﾞｰ･ｴｽ

11月5日 19708 イチヨンマルジャンボ６０ シクロスルファムロン粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5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㈱

11月5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㈱

11月5日 20156 ユートピア１キロ粒剤
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㈱

11月5日 20157 科研ユートピア１キロ粒剤
シクロスルファムロン・ペントキ
サゾン粒剤

科研製薬㈱

11月5日 20512 ビッグシュア１キロ粒剤
シクロスルファムロン・ダイムロ
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㈱

11月5日 20513 アガリア１キロ粒剤
シクロスルファムロン・ダイムロ
ン・フェントラザミド粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5日 20767 キクベジャンボ
カフェンストロール・シクロスル
ファムロン・ダイムロン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5日 20937 ネビロス－ラジカルジャンボ
カフェンストロール・シクロスル
ファムロン・ダイムロン粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5日 20975 レオンジャンボ
カフェンストロール・シクロスル
ファムロン・ダイムロン粒剤

住商ｱｸﾞﾛｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
㈱

11月5日 20995 ハイ－フウノン液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

ﾌｳﾛﾝｹﾐｶﾙｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ
ｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

11月5日 20997 コンパカレール液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

ｼｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

11月5日 20998 ハーブ・ニート液剤
グリホサートイソプロピルアミン
塩液剤

ﾌｫﾜｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘﾐ
ﾃｯﾄﾞ

11月5日 21072 サンダーボルト００７
グリホサートイソプロピルアミン
塩・ピラフルフェンエチル水和
剤

日本農薬㈱

11月5日 21630 サスケ－ラジカルジャンボ
カフェンストロール・シクロスル
ファムロン・ダイムロン・ベンゾ
ビシクロン粒剤

BASF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

11月5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㈱

11月5日 22908 ホクコーダイロンゾル ＤＣＭＵ水和剤 北興化学工業㈱

11月5日 23157 ブルゼータ１キロ粒剤
プロピリスルフロン・ベンゾビシ
クロン粒剤

住友化学㈱

11月5日 23158 ＳＤＳブルゼータ１キロ粒剤
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

11月5日 23191 センイチＭＸ１キロ粒剤
ピラクロニル・フルセトスルフロ
ン・メソトリオン粒剤

石原産業㈱

11月5日 23326 葉がくれ１キロ粒剤
シクロスルファムロン・プレチラ
クロール粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5日 23327 かねつぐ１キロ粒剤
シクロスルファムロン・プレチラ
クロール粒剤

BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月5日 23425 フルパワーＭＸ１キロ粒剤
ピラクロニル・フルセトスルフロ
ン・メソトリオン粒剤

石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

11月19日 15992 ナブ乳剤 セトキシジム乳剤 日本曹達㈱

11月19日 16225 クミアイナブ乳剤 セトキシジム乳剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月19日 16227 ホクコーナブ乳剤 セトキシジム乳剤 北興化学工業㈱

11月19日 16228 ヤシマナブ乳剤 セトキシジム乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

11月19日 22808 ムソウ１キロ粒剤
ピリミスルファン・メフェナセット
粒剤

日本農薬㈱

11月19日 22872 プレキープフロアブル
ピラゾキシフェン・ベンゾビシク
ロン水和剤

石原産業㈱

11月19日 23142 ムソウ豆つぶ２５０
ピリミスルファン・メフェナセット
剤

日本農薬㈱

11月19日 23439 ロータスＭＸ１キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル・ピリフ
タリド・プレチラクロール・メソト
リオン粒剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月19日 23452 アピログロウＭＸ１キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル・ピリフ
タリド・プレチラクロール・メソト
リオン粒剤

日産化学工業㈱
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