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平成２７年５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 ※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

5月13日 23654 ナメナイト メタアルデヒド粒剤 ﾛﾝｻﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月13日 23655 ナメクリーン３ メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

5月13日 23656 リモニカ リモニカスカブリダニ剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

5月19日 23659 アクタラフォース粒剤
チアメトキサム・テフルトリン粒
剤

ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ 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

5月27日 23660 ラクトガード水和剤
ラクトバチルス　プランタラム水
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

5月27日 23661
ＯＡＴグランドオリゼメートオンコ
ル粒剤

ベンフラカルブ・プロベナゾー
ル粒剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

5月27日 23662 ＯＡＴジャッジフェルテラ箱粒剤
クロラントラニリプロール・ベン
フラカルブ・プロベナゾール粒
剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 23658 協友ナブ乳剤 セトキシジム乳剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

植物成長調整剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 23657 プレリュード液剤 ベンジルアミノプリン液剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

殺虫剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 12246 サンケイマイマイペレット メタアルデヒド粒剤 琉球産経㈱

5月13日 14374 グリーンベイト メタアルデヒド・ＮＡＣ粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

5月13日 16688 マイキラー メタアルデヒド水和剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

5月13日 19616 ゼンターリ顆粒水和剤 ＢＴ水和剤 住友化学㈱

5月13日 19618 ホクコーゼンターリ顆粒水和剤 ＢＴ水和剤 北興化学工業㈱

5月13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㈱

5月13日 21734 ＳＴゼンターリ顆粒水和剤 ＢＴ水和剤 住友化学園芸㈱

5月13日 22221 野菜ひろばＳ メタアルデヒド・ＮＡＣ粒剤 富士ｸﾞﾘｰﾝ㈱

5月13日 22259 スネック粒剤 メタアルデヒド粒剤 第一農薬㈱

5月13日 22304 スワルスキー スワルスキーカブリダニ剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

5月13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㈱

　平成27年5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27年6月23日号－3 
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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

5月13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㈱

5月13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㈱

5月13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㈱

5月13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㈱

5月13日 22725 キックオフ顆粒水和剤
クロラントラニリプロール・ジノ
テフラン水和剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

5月19日 19112 モスピラン水溶剤 アセタミプリド水溶剤 日本曹達㈱

5月19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㈱

5月19日 20641 モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド液剤 日本曹達㈱

5月19日 20642 日農モスピランＳＬ液剤 アセタミプリド液剤 日本農薬㈱

5月19日 20672 アクタラ顆粒水溶剤 チアメトキサム水溶剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月19日 20673 アクタラ粒剤５ チアメトキサム粒剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月19日 20798 ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学㈱

5月19日 20800 ダントツ粒剤 クロチアニジン粒剤 住友化学㈱

5月19日 21258 ダントツフロアブル クロチアニジン水和剤 住友化学㈱

5月19日 21501 ベニカ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 住友化学園芸㈱

5月19日 21502 ベニカ粒剤 クロチアニジン粒剤 住友化学園芸㈱

5月19日 21547 協友ダントツフロアブル クロチアニジン水和剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月19日 21645 協友ダントツ粒剤 クロチアニジン粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月19日 21646 協友ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月19日 22367
住友化学ダントツＥＸフロアブ
ル

クロチアニジン水和剤 住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19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㈱

5月19日 23121 ベニカベジフルスプレー クロチアニジン液剤 住友化学園芸㈱

5月19日 23197 ガーデンアシストＶスプレー クロチアニジン液剤 ｷﾝｸﾞ園芸㈱

5月27日 19103 ベストガード粒剤 ニテンピラム粒剤 住友化学㈱

5月27日 19456 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 宇都宮化成工業㈱

5月27日 19457 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 ﾎｸｻﾝ㈱

5月27日 19842 アファーム乳剤 エマメクチン安息香酸塩乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月27日 21609 協友ベストガード粒剤 ニテンピラム粒剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月27日 22092 プルートＭＣ
ピリプロキシフェンマイクロカプ
セル剤

住友化学㈱
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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

5月27日 22871 ガードナーフロアブル
イミダクロプリド・スピノサド水
和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 14492 昭和ダコレート水和剤 ベノミル・ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

5月13日 14493 クミアイダコレート水和剤 ベノミル・ＴＰＮ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

5月13日 20889 ベンレート水和剤 ベノミル水和剤 住友化学㈱

5月13日 21555 エコショット バチルス　ズブチリス水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

5月13日 21818 ＳＴダコレート水和剤 ベノミル・ＴＰＮ水和剤 住友化学㈱

5月13日 22158 パスポート顆粒水和剤 ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

5月13日 23180 ＧＦベンレート水和剤 ベノミル水和剤 住友化学園芸㈱

5月13日 23359 インターフェースフロアブル
イプロジオン・トリフロキシスト
ロビン水和剤

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

5月13日 23367 オブテインフロアブル ペンフルフェン水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

5月19日 17556 石原フロンサイド水和剤 フルアジナム水和剤 石原産業㈱

5月19日 17557 日曹フロンサイド水和剤 フルアジナム水和剤 日本曹達㈱

5月19日 21576 ストライド顆粒水和剤 フルオルイミド水和剤 日本農薬㈱

5月19日 21577 クミアイストライド顆粒水和剤 フルオルイミド水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

5月19日 21578 兼商ストライド顆粒水和剤 フルオルイミド水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

5月19日 21987 ストロビーフロアブル クレソキシムメチル水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月19日 21988 日曹ストロビーフロアブル クレソキシムメチル水和剤 日本曹達㈱

5月19日 21989 日産ストロビーフロアブル クレソキシムメチル水和剤 日産化学工業㈱

5月19日 22629 ホクサンフロンサイド水和剤 フルアジナム水和剤 ﾎｸｻﾝ㈱

5月27日 10332 タチガレン液剤 ヒドロキシイソキサゾール液剤 ﾎｸｻﾝ㈱

5月27日 16882 リゾレックス水和剤 トルクロホスメチル水和剤 住友化学㈱

5月27日 16883 ホクコーリゾレックス水和剤 トルクロホスメチル水和剤 北興化学工業㈱

5月27日 20158 日農ブリザード水和剤 シモキサニル・ＴＰＮ水和剤 日本農薬㈱

5月27日 20169 ダコニールエース ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27日 21546 ベジキーパー水和剤
シュードモナス　フルオレッセン
ス水和剤

ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

殺虫殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 21494 Ｄｒ．オリゼダントツ箱粒剤
クロチアニジン・プロベナゾー
ル粒剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

5月13日 21495 ダントツオリゼメート２４箱粒剤
クロチアニジン・プロベナゾー
ル粒剤

住友化学㈱
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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

5月13日 23202
Ｄｒ．オリゼフェルテラグレータ
ム粒剤

クロラントラニリプロール・チフ
ルザミド・プロベナゾール粒剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

5月13日 23203
ホクコーＤｒ．オリゼフェルテラ
グレータム粒剤

クロラントラニリプロール・チフ
ルザミド・プロベナゾール粒剤

北興化学工業㈱

5月19日 21702 ブラシンダントツフロアブル
クロチアニジン・フェリムゾン・フ
サライド水和剤

住友化学㈱

5月19日 21974 ラブサイドダントツフロアブル
クロチアニジン・フサライド水和
剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月19日 22257 ノンブラスダントツフロアブル
クロチアニジン・トリシクラゾー
ル・フェリムゾン水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月19日 22891
ノンブラスバリダダントツフロア
ブル

クロチアニジン・トリシクラゾー
ル・バリダマイシン・フェリムゾ
ン水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

5月27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㈱

5月27日 22707 ルーチンバリアード箱粒剤
チアクロプリド・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

5月13日 22513 ワイドパワー粒剤 ペノキススラム・ベンタゾン粒剤 北興化学工業㈱

5月13日 22514 ＢＡＳＦワイドパワー粒剤 ペノキススラム・ベンタゾン粒剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

5月13日 22608 ホクコーエーワンジャンボ
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㈱

5月13日 22609 ＪＡエーワンジャンボ
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

5月13日 22610 ホクコーエーワンフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン水和剤

北興化学工業㈱

5月13日 22611 ＪＡエーワンフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルト
リオン水和剤

全国農業協同組合連
合会

5月13日 22903 ブイゴールＳＭ１キロ粒剤
シメトリン・ペノキススラム・ＭＣ
ＰＢ粒剤

北興化学工業㈱

5月13日 22918 トリビュートＯＤ ホラムスルフロン水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

5月13日 23312 ウィナーＬジャンボ
イプフェンカルバゾン・ブロモブ
チド・ベンスルフロンメチル粒剤

北興化学工業㈱

5月13日 23340 クサトリーＢＳＸジャンボＬ
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㈱

5月13日 23341 クサトリーＢＳＸジャンボＨ
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㈱

5月13日 23343 クサトリーＢＳＸフロアブルＬ
フェントラザミド・ベンスルフロン
メチル・ベンゾビシクロン水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

5月13日 23345 クサトリーＢＳＸフロアブルＨ
フェントラザミド・ベンスルフロン
メチル・ベンゾビシクロン水和
剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

5月13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㈱

5月27日 9512 トレファノサイド粒剤２．５ トリフルラリン粒剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

5月27日 22577 セレクト乳剤 クレトジム乳剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱
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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

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

5月27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㈱

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

5月13日 6004 ジベレリン明治 ジベレリン水溶剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

5月13日 6005 ジベレリン明治液剤 ジベレリン液剤 Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

5月13日 6006 ジベレリン協和液剤 ジベレリン液剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

5月13日 6007 ジベレリン協和粉末 ジベレリン水溶剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

5月13日 15697 ジベレリン協和錠剤 ジベレリン水溶剤 協和発酵ﾊﾞｲｵ㈱

5月13日 21318 ＳＴジベラ錠 ジベレリン水溶剤 住友化学㈱

5月13日 21319 ＳＴジベラ錠５ ジベレリン水溶剤 住友化学㈱
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