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平成２７年２月　新規・変更農薬登録 及び　　　　　
失効有効成分リスト　　

一般社団法人日本植物防疫協会　

【新規登録】

殺虫剤 ※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

2月18日 23623 アベイル粒剤
アセタミプリド・シアントラニリプ
ロール粒剤

日本曹達㈱

2月18日 23624 ウッドスター ジノテフラン液剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

2月18日 23625 ＭＩＣウッドスター ジノテフラン液剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

2月18日 23626 クロピクフローＭＮ クロルピクリンくん蒸剤 日本化薬㈱

2月20日 23628 ダニコングフロアブル ピフルブミド水和剤 日本農薬㈱

2月20日 23629 ダブルフェースフロアブル
ピフルブミド・フェンピロキシ
メート水和剤

日本農薬㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 23617 カブリオ乳剤 ピラクロストロビン乳剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月4日 23619 協友モンセレン粉剤ＤＬ ペンシクロン粉剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

2月20日 23630 テプロスフロアブル テブフロキン水和剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

2月20日 23631 クミアイテプロスフロアブル テブフロキン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月20日 23632 シャフト１０顆粒水和剤 テブフロキン水和剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 23618 ボクシー粒剤
クロチアニジン・イソチアニル粒
剤

日本ｴｺｱｸﾞﾛ㈱

2月4日 23621 ツインパディート箱粒剤
シアントラニリプロール・イソチ
アニル粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月4日 23622 ルーチンパンチ箱粒剤
シアントラニリプロール・イソチ
アニル粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月18日 23627 エバーゴルプラス箱粒剤
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・ペン
フルフェン粒剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 23615 スケダチエース１キロ粒剤 フルセトスルフロン粒剤 石原産業㈱

2月4日 23616 ヒエクッパエース１キロ粒剤 フルセトスルフロン粒剤 石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ㈱

2月4日 23620 ネコソギメガ粒剤
カルブチレート・ブロマシル・Ｍ
ＣＰＰ粒剤

三笠産業㈱

　平成27年2月1日～28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。
　また、失効有効成分リストは失効日と有効成分名の一覧となります。失効剤の一覧ではございませんのでご了承
ください。

平成27年3月30日号－3 



2 / 4 ページ

【変更登録】

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 4803 住化ジメトエート乳剤 ジメトエート乳剤 住友化学㈱

2月4日 12406 サンケイジメトエート乳剤 ジメトエート乳剤 琉球産経㈱

2月4日 14034 ラビサンスプレー マシン油乳剤 日本曹達㈱

2月4日 14397 ジメトエート粒剤 ジメトエート粒剤 住友化学㈱

2月4日 15450 ベジホン乳剤
ジメトエート・フェンバレレート乳
剤

住友化学㈱

2月4日 15957 アディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 住友化学㈱

2月4日 15959 ホクコーアディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 北興化学工業㈱

2月4日 15960 サンケイアディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

2月4日 19102 ベストガード水溶剤 ニテンピラム水溶剤 住友化学㈱

2月4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㈱

2月4日 20406 ゲットアウトＷＤＧ シペルメトリン水和剤 住友化学㈱

2月4日 20653 フローバックＤＦ ＢＴ水和剤 住友化学㈱

2月4日 21610 協友ベストガード水溶剤 ニテンピラム水溶剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

2月4日 21707 協友アディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

2月4日 21944 エコマスターＢＴ ＢＴ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月4日 22431 ＭＩＣアディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

2月4日 22630 ホクサンベジホン乳剤
ジメトエート・フェンバレレート乳
剤

ﾎｸｻﾝ㈱

2月4日 22646 ホクサンアディオン乳剤 ペルメトリン乳剤 ﾎｸｻﾝ㈱

2月4日 22733 ホクサンジメトエート粒剤 ジメトエート粒剤 ﾎｸｻﾝ㈱

2月18日 5129 日産ミクロデナポン水和剤８５ ＮＡＣ水和剤 日産化学工業㈱

2月18日 5131 日農ミクロデナポン水和剤８５ ＮＡＣ水和剤 日本農薬㈱

2月18日 5133
ホクコーミクロデナポン水和剤
８５

ＮＡＣ水和剤 北興化学工業㈱

2月18日 11013 三明ミクロデナポン水和剤８５ ＮＡＣ水和剤 三明ｹﾐｶﾙ㈱

2月18日 16714 マブリック水和剤２０ フルバリネート水和剤 日本農薬㈱

2月18日 16715 クミアイマブリック水和剤２０ フルバリネート水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月18日 16720 日曹マブリックジェット フルバリネートくん煙剤 日本曹達㈱

2月18日 16721 マブリックジェット フルバリネートくん煙剤 日本農薬㈱

2月18日 16722 新富士マブリックジェット フルバリネートくん煙剤 新富士化成薬㈱

2月18日 17113 ロディー乳剤 フェンプロパトリン乳剤 住友化学㈱

2月18日 17114 ホクコーロディー乳剤 フェンプロパトリン乳剤 北興化学工業㈱

2月18日 17943 マブリックＥＷ フルバリネート乳剤 日本農薬㈱

2月18日 17944 クミアイマブリックＥＷ フルバリネート乳剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月18日 18186
ローヌ・プーランミクロデナポン
水和剤８５

ＮＡＣ水和剤 TKI JAPAN㈱

2月18日 18191
ローヌ・プーランデナポン水和
剤５０

ＮＡＣ水和剤 TKI JAPAN㈱

2月18日 19112 モスピラン水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本曹達㈱

2月18日 19113 日農モスピラン水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本農薬㈱

2月18日 19114 モスピラン粒剤 アセタミプリド粒剤 日本曹達㈱

2月18日 19115 日農モスピラン粒剤 アセタミプリド粒剤 日本農薬㈱

2月18日 19326 モスピランジェット アセタミプリドくん煙剤 日本曹達㈱
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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

2月18日 19327 新富士モスピランジェット アセタミプリドくん煙剤 新富士化成薬㈱

2月18日 19742 モスピランスプレー アセタミプリド液剤 日本曹達㈱

2月18日 19885 エスマルクＤＦ ＢＴ水和剤 住友化学㈱

2月18日 20102 モスピラン液剤 アセタミプリド液剤 日本曹達㈱

2月18日 21220 クロピクフロー クロルピクリンくん蒸剤 日本化薬㈱

2月18日 21333 プレオフロアブル ピリダリル水和剤 住友化学㈱

2月18日 22369 モスピランワン粒剤 アセタミプリド粒剤 日本曹達㈱

2月18日 22464 プレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

2月18日 22465 ホクコープレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

北興化学工業㈱

2月18日 22466 丸和プレバソンフロアブル５
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㈱

2月18日 22467
シンジェンタプレバソンフロアブ
ル５

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㈱

2月18日 22468 日産プレバソンフロアブル５
クロラントラニリプロール水和
剤

日産化学工業㈱

2月18日 22583 モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本曹達㈱

2月18日 22584 日農モスピラン顆粒水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本農薬㈱

2月18日 23432 パイレーツ粒剤 メタリジウム　アニソプリエ粒剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

2月18日 23460 ジャンボたにしくん メタアルデヒド粒剤 ﾛﾝｻﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月18日 23461 スクミノンメイト メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

2月20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㈱

2月20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㈱

2月20日 21471 キラップフロアブル エチプロール水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

2月20日 21684 ホクコーキラップフロアブル エチプロール水和剤 北興化学工業㈱

2月20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㈱

2月20日 22909 ディアナＷＤＧ スピネトラム水和剤 住友化学㈱

2月20日 22910 ディアナＳＣ スピネトラム水和剤 住友化学㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 9019 ポリオキシンＡＬ水和剤 ポリオキシン水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月4日 9020 ポリオキシンＡＬ水和剤「科研」 ポリオキシン水和剤 科研製薬㈱

2月4日 9021 日農ポリオキシンＡＬ水和剤 ポリオキシン水和剤 日本農薬㈱

2月4日 11995 ラビライト水和剤
チオファネートメチル・マンネブ
水和剤

日本曹達㈱

2月4日 11996 クミアイラビライト水和剤
チオファネートメチル・マンネブ
水和剤

ｸﾐｱｲ化学工業㈱

2月4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㈱

2月18日 16866 日産ルビゲン水和剤 フェナリモル水和剤 日産化学工業㈱

2月18日 17606 日産スペックス水和剤
ジラム・チウラム・フェナリモル
水和剤

日産化学工業㈱

2月20日 16152 マイコシールド オキシテトラサイクリン水和剤 ｿﾞｴﾃｨｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月20日 19507 フェスティバル水和剤 ジメトモルフ水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月20日 19508 フェスティバルＭ水和剤 ジメトモルフ・マンゼブ水和剤 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

2月20日 19510
ホクコーフェスティバルＣ水和
剤

ジメトモルフ・銅水和剤 北興化学工業㈱

2月20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㈱

2月20日 22098 リライアブルフロアブル
フルオピコリド・プロパモカルブ
塩酸塩水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

2月20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㈱

2月20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㈱

2月20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㈱

2月20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㈱

2月20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㈱

2月20日 23455 ザンプロＤＭフロアブル
アメトクトラジン・ジメトモルフ水
和剤

BASF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

2月4日 22698 スタウトダントツ箱粒剤
クロチアニジン・イソチアニル粒
剤

住友化学㈱

2月4日 22912 スタウトダントツディアナ箱粒剤
クロチアニジン・スピネトラム・
イソチアニル粒剤

住友化学㈱

2月4日 22917 クルーザーＭＡＸＸ
チアメトキサム・フルジオキソニ
ル・メタラキシルＭ水和剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月18日 21309
モスピラン・トップジンＭスプ
レー

アセタミプリド・チオファネートメ
チル水和剤

日本曹達㈱

2月18日 22951 モストップジンＲスプレー
アセタミプリド・フェンプロパトリ
ン・チオファネートメチル水和剤

日本曹達㈱

2月18日 22952 ＧＦモストップジンＲスプレー
アセタミプリド・フェンプロパトリ
ン・チオファネートメチル水和剤

住友化学園芸㈱

2月18日 23179 マイテミンスプレー
アセタミプリド・ペンチオピラド
水和剤

日本曹達㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4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㈱

2月4日 23433 カーメックス顆粒水和剤 ＤＣＭＵ水和剤 ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

2月18日 23472 スパーダ顆粒水和剤 フェノキサスルホン水和剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ

2月20日 19651 アグロマックス水和剤 プロピザミド水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

2月4日 22388 ターム水溶剤
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㈱

2月18日 13038 日産エスレル１０ エテホン液剤 日産化学工業㈱

2月18日 13039 石原エスレル１０ エテホン液剤 石原産業㈱

【失効有効成分】

失効日

2月8日

有効成分名

ＤＰＡ


	新規・変更

