
1 / 3 ページ

平成２７年６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

6月10日 23663 アカメ アカメガシワクダアザミウマ剤 石原産業㈱

6月10日 23665 バイデートＭＫ オキサミル粒剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月24日 23668 協友ベルクート水和剤
イミノクタジンアルベシル酸塩
水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月24日 23666 ブイゲットパディート粒剤
シアントラニリプロール・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

6月10日 23664 ＯＡＴゴーサイン粒剤
イマゾスルフロン・エスプロカル
ブ・ダイムロン粒剤

OATｱｸﾞﾘｵ㈱

その他

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月24日 23667 Ｋ．Ｋステッカー 展着剤 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

6月10日 14166 トラサイドＡ乳剤 マラソン・ＭＥＰ乳剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

6月10日 18950 パダンＳＧ水溶剤 カルタップ水溶剤 住友化学㈱

6月10日 21866 協友パダンＳＧ水溶剤 カルタップ水溶剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月10日 22153 スクミノン メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

6月10日 22154 スクミノン５ メタアルデヒド粒剤 ｻﾝｹｲ化学㈱

6月10日 22766 トルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 ﾃﾞｭﾎﾟﾝ㈱

6月10日 22767 ＭＩＣトルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

6月10日 22768 クミアイトルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月10日 22769 丸和トルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月10日 22864 グレモＳＣ メトキシフェノジド水和剤 ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

6月10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㈱

6月10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㈱

6月10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㈱

6月10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㈱

6月10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㈱

6月24日 10807 住化サイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 住友化学㈱

　平成27年6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27年7月15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

6月24日 12455 カルホス乳剤 イソキサチオン乳剤 保土谷UPL㈱

6月24日 21041 ハマキ天敵
チャハマキ顆粒病ウイルス・リ
ンゴコカクモンハマキ顆粒病ウ
イルス水和剤

ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

6月24日 21303 カウンター乳剤 ノバルロン乳剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

6月24日 21304 マガンカウンター乳剤 ノバルロン乳剤 ｱﾀﾞﾏ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月24日 22679 ホクサンサイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 ﾎｸｻﾝ㈱

6月24日 22683 グリーンカルホス乳剤 イソキサチオン乳剤 保土谷化学工業㈱

6月24日 22910 ディアナＳＣ スピネトラム水和剤 住友化学㈱

6月24日 23227 エイビッド アバメクチン乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月24日 23235 アグリメック アバメクチン乳剤 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月24日 23391 協友サイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 協友ｱｸﾞﾘ㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

殺菌剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月10日 15548 アリエッティ水和剤 ホセチル水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

6月10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㈱

6月10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㈱

6月10日 21795 ナリア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㈱

6月10日 21796 日曹ナリアＷＤＧ
ピラクロストロビン・ボスカリド
水和剤

日本曹達㈱

6月10日 21970 ミニタンＷＧ
コニオチリウム　ミニタンス水和
剤

石原産業㈱

6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㈱

6月24日 16823 ダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

6月24日 16824 クミアイダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

6月24日 21298 ブイゲットフロアブル チアジニル水和剤 日本農薬㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24日 21759 ＳＴダコニール１０００ ＴＰＮ水和剤 住友化学㈱

6月24日 21816 デランフロアブル ジチアノン水和剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱

6月24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㈱
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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

6月24日 22528 リベロフロアブル メトコナゾール水和剤 北興産業㈱

6月24日 23002 フジドーＬフロアブル 銅水和剤 日本農薬㈱

6月24日 23376 エーツージー
フラメトピル・メトコナゾール水
和剤

住化ｸﾞﾘｰﾝ㈱

除草剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月10日 21825 クサレンジャー ブロマシル・ＤＣＭＵ粒剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月10日 21826 ＧＦクサレンジャー ブロマシル・ＤＣＭＵ粒剤 住友化学園芸㈱

6月10日 22127 スナップショット粒剤
イソキサベン・トリフルラリン粒
剤

ﾀﾞｳ･ｹﾐｶﾙ日本㈱

6月10日 23139 ビッグシュアＺ１キロ粒剤５１
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

ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

6月10日 23140 クサトリーＢＳＸ１キロ粒剤５１
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㈱

6月10日 23177 まるぼうずＤＸ
ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

6月10日 23178 ネコソギトップＲＸ
ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒
剤

ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

6月10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㈱

6月10日 23281 ＨＣＣレールシャープ粒剤 ヘキサジノン粒剤 保土谷化学工業㈱

6月10日 23282 レールシャープ粒剤 ヘキサジノン粒剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

6月10日 23283 クサハンターＤＸ粒剤 ヘキサジノン粒剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

6月10日 23288 ラーチＥ粒剤 ヘキサジノン・ＤＢＮ粒剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

6月10日 23289 草退治Ｅ粒剤 ヘキサジノン・ＤＢＮ粒剤 住友化学園芸㈱

6月10日 23290 ワイドウェイＶ粒剤
ヘキサジノン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒
剤

保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

6月10日 23291 ネコソギエースＶ粒剤
ヘキサジノン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒
剤

ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

6月10日 23310 ウィナー１キロ粒剤５１
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㈱

6月10日 23364 チャンスタイムＺ１キロ粒剤
ピラゾレート・プロピリスルフロ
ン粒剤

ﾎｸｻﾝ㈱

6月10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㈱

植物成長調整剤

変更日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

6月24日 23120 ドラード液剤 ベンジルアミノプリン液剤 ㈱理研ｸﾞﾘｰﾝ
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