
1 / 2 ページ

【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

11月30日 23871 ボクシーＤＳ箱粒剤 クロチアニジン・スピネトラム粒剤 住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

12月14日 23883 キラップシードＦＳ エチプロール水和剤 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ㈱

12月14日 23884 兼商デルフィン顆粒水和剤 ＢＴ水和剤 ｱｸﾞﾛ ｶﾈｼｮｳ㈱

12月14日 23885 日農ダイアジノン乳剤４０ ダイアジノン乳剤 日本農薬㈱

殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月14日 23860 ディスアームフロアブル フルオキサストロビン水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月14日 23861 ビゴールドフロアブル
テトラコナゾール・フルオキサスト
ロビン水和剤

ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月16日 23862 エコフィット 醸造酢液剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月16日 23864 オペラフラワー乳剤 ピラクロストロビン乳剤 BASFｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

11月16日 23865 ｉｎｏｃｈｉｏオペラフラワー乳剤 ピラクロストロビン乳剤 ｲﾉﾁｵﾌﾟﾗﾝﾄｹｱ㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月2日 23846 ファーストオリゼパディート粒剤
シアントラニリプロール・プロベナ
ゾール粒剤

北興化学工業㈱

11月2日 23847 Ｄｒ．オリゼパディート粒剤
シアントラニリプロール・プロベナ
ゾール粒剤

北興化学工業㈱

11月2日 23848
ホクコービルダーフェルテラ
チェスＧＴ粒剤

クロラントラニリプロール・ピメトロ
ジン・チフルザミド・プロベナゾール
粒剤

北興化学工業㈱

11月2日 23849
ビルダーフェルテラチェスＧＴ粒
剤

クロラントラニリプロール・ピメトロ
ジン・チフルザミド・プロベナゾール
粒剤

Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱

12月22日 23886 トリプルキック箱粒剤
シアントラニリプロール・シメコナ
ゾール・トルプロカルブ粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月2日 23843 アトトリ豆つぶ２５０ ピリミスルファン剤 ｸﾐｱｲ化学工業㈱

11月2日 23844 ジェイフレンド１キロ粒剤
オキサジクロメホン・テフリルトリオ
ン・ピラクロニル粒剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

11月2日 23845 ジェイフレンドフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルトリオ
ン・ピラクロニル水和剤

協友ｱｸﾞﾘ㈱

11月2日 23850 ランケア顆粒水和剤 フルセトスルフロン水和剤 出光興産㈱

11月14日 23851 ゾネレート顆粒水和剤 アミカルバゾン水和剤 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱

11月14日 23852 アミカル顆粒水和剤 アミカルバゾン水和剤
㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

　平成28年11月1日から12月31日に新規に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２８年１１月,１２月　新規農薬登録リスト　　　　

平成29月年1月19日号－２ 
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登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月14日 23853 ファルクス
アミカルバゾン・トリアジフラム水
和剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

11月14日 23854 ワールドウェイ
アミカルバゾン・カルブチレート・メ
コプロップＰカリウム塩粒剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

11月14日 23855 ネコソギキングＳ
アミカルバゾン・カルブチレート・メ
コプロップＰカリウム塩粒剤

ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

11月14日 23856 ファルクスＧ
アミカルバゾン・トリアジフラム粒
剤

㈱ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯ
ｸ

11月14日 23857 ウィードポリスＷ アミカルバゾン・ブロマシル粒剤 丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ㈱

11月14日 23858 ネコソギトップＷ アミカルバゾン・ブロマシル粒剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

11月14日 23859 ブルーシアフロアブル トルピラレート水和剤 石原産業㈱

11月16日 23863 ビネガーキラー 醸造酢液剤 ﾌﾏｷﾗｰ㈱

11月16日 23866 アトカラＳジャンボＭＸ
アジムスルフロン・ペノキススラ
ム・メソトリオン粒剤

三井化学ｱｸﾞﾛ㈱

11月16日 23867 セカンドショットＳジャンボＭＸ
アジムスルフロン・ペノキススラ
ム・メソトリオン粒剤

宇都宮化成工業㈱

11月30日 23868 オマージュＺジャンボ
ピラクロニル・プロピリスルフロン
粒剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23869 オマージュＺフロアブル
ピラクロニル・プロピリスルフロン
水和剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23870 オマージュＺ１キロ粒剤
ピラクロニル・プロピリスルフロン
粒剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23872 クレバールＺフロアブル
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン水和剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23873 ドラゴンホークＺフロアブル
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン水和剤

住友化学㈱

11月30日 23874 クレバールＺ１キロ粒剤
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン粒剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23875 ドラゴンホークＺ１キロ粒剤
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン粒剤

住友化学㈱

11月30日 23876 クレバールＺジャンボ
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン粒剤

住化ｱｸﾞﾛｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱

11月30日 23877 ドラゴンホークＺジャンボ
プロピリスルフロン・ブロモブチド・
ペントキサゾン粒剤

住友化学㈱

12月14日 23878 ゼータハンマーフロアブル
プロピリスルフロン・ペントキサゾ
ン水和剤

住友化学㈱

12月14日 23879 ゼータハンマージャンボ
プロピリスルフロン・ペントキサゾ
ン粒剤

住友化学㈱

12月14日 23880 ワイドウェイＶ２粒剤 ヘキサジノン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒剤 保土谷ｱｸﾞﾛﾃｯｸ㈱

12月14日 23881 ネコソギエースＶ２粒剤 ヘキサジノン・ＤＢＮ・ＤＣＭＵ粒剤 ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品㈱

植物成長調整剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

11月2日 23842 ランドワーカー水和剤 フルルプリミドール水和剤 ㈱ﾆﾁﾉｰ緑化

誘引・誘殺・交尾阻害剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

12月14日 23882 シンクイコン－Ｌ ピーチフルア剤 信越化学工業㈱
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