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２０１９年１０月　新規登録農薬リスト　　　　

【新規登録】

殺菌剤 ※赤字は新規成分

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月23日 24299 イサンテールＳＣ ペンチオピラド・ＴＰＮ水和剤
宇都宮化成
工業㈱

殺虫殺菌剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月23日 24300 ホクコーファーストオリゼリディア粒剤 フルピリミン・プロベナゾール粒剤
北興化学工
業㈱

10月23日 24301 ファーストオリゼリディア粒剤 フルピリミン・プロベナゾール粒剤
Meiji Seika
ﾌｧﾙﾏ㈱

除草剤

登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月9日 24275 ウルティモＺジャンボ
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24276 レイトリックＺジャンボ
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン粒剤

宇都宮化
成工業㈱

10月9日 24277 ウルティモＺフロアブル
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン水和剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24278 レイトリックＺフロアブル
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン水和剤

宇都宮化
成工業㈱

10月9日 24279 ウルティモＺ１キロ粒剤
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24280 レイトリックＺ１キロ粒剤
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリ
スルフロン粒剤

宇都宮化
成工業㈱

10月9日 24281 ジェイソウルジャンボ
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェント
ラザミド粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24282 ジェイソウルフロアブル
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェント
ラザミド水和剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24283 ジェイソウル１キロ粒剤
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェント
ラザミド粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24284 バイスコープ１キロ粒剤 シクロピリモレート・テフリルトリオン粒剤
三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24285 ルナクロス１キロ粒剤 シクロピリモレート・テフリルトリオン粒剤
宇都宮化
成工業㈱

10月9日 24286 ホクサンジャスタフロアブル
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート水和剤

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 24287 ジャスタフロアブル
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート水和剤

宇都宮化成
工業㈱

10月9日 24288 クサウェポンフロアブル
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート水和剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24289 ホクサンジャスタ１キロ粒剤
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 24290 ジャスタ１キロ粒剤
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

宇都宮化成
工業㈱

10月9日 24291 クサウェポン１キロ粒剤
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

 -1-

　10月1日から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。また、使用制限にかかる登録変更もお知らせします。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。



登録日 登録番号 商品名 種類名 登録会社

10月9日 24292 クサウェポンジャンボ
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

三井化学ｱｸﾞ
ﾛ㈱

10月9日 24293 ホクサンジャスタジャンボ
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 24294 ジャスタジャンボ
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾ
レート粒剤

宇都宮化成
工業㈱

10月9日 24295 クサピースⅢ粒剤 メコプロップＰカリウム塩・ＤＢＮ粒剤
保土谷ｱｸﾞﾛ
ﾃｯｸ㈱

10月9日 24296 シバキープⅢ粒剤 メコプロップＰカリウム塩・ＤＢＮ粒剤
ﾚｲﾝﾎﾞｰ薬品
㈱

10月23日 24297 カイリキＺフロアブル
イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・
プロピリスルフロン水和剤

北興化学工
業㈱

10月23日 24298 カイリキＺジャンボ
イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・
プロピリスルフロン粒剤

北興化学工
業㈱

10月31日 24302 スタム乳剤３５ プロパニル乳剤
ﾕｰﾋﾟｰｴﾙｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ合同会社

10月31日 24303 ホドガヤユーピーエルスタム乳剤３５ プロパニル乳剤
保土谷UPL
㈱

【農薬の使用制限にかかる登録変更】

登録日 登録番号 商品名(種類名) 変更内容 登録会社

10月2日 12090
住友サイアノックス水和剤
(ＣＹＡＰ水和剤)

住友化学
㈱

10月2日 21806
協友サイアノックス水和剤
(ＣＹＡＰ水和剤)

協友ｱｸﾞﾘ
㈱

10月9日 10557
エムダイファー水和剤
(マンネブ水和剤)

ｸﾐｱｲ化学
工業㈱

10月9日 10559
サンケイエムダイファー水和剤
(マンネブ水和剤)

ｻﾝｹｲ化学
㈱

10月9日 11996
クミアイラビライト水和剤
(ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ・ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤)

ｸﾐｱｲ化学
工業㈱

10月9日 11995
ラビライト水和剤
(ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ・ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤)

日本曹達
㈱

10月9日 10331
タチガレン液剤
(ヒドロキシイソキサゾール液剤)

三井化学ｱ
ｸﾞﾛ㈱

10月9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㈱

10月9日 10760
タチガレ粉剤
(ヒドロキシイソキサゾール粉剤)

三井化学ｱ
ｸﾞﾛ㈱

10月9日 22323
タチガレ粉剤
(ヒドロキシイソキサゾール粉剤)

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 22774
タチガレエースＭ液剤
(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ･ﾒﾀﾗｷｼﾙM液剤)

三井化学ｱ
ｸﾞﾛ㈱

10月9日 22899
ホクサンタチガレエースＭ液剤
(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ･ﾒﾀﾗｷｼﾙM液剤)

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 22773
タチガレエースＭ粉剤
(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ･ﾒﾀﾗｷｼﾙM粉剤)

三井化学ｱ
ｸﾞﾛ㈱

10月9日 22898
ホクサンタチガレエースＭ粉剤
(ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ･ﾒﾀﾗｷｼﾙM粉剤)

ﾎｸｻﾝ㈱

10月9日 23677
タチガレファイト液剤
(ヒドロキシイソキサゾール複合肥料)

稲(箱育苗)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含む
使用回数「4回以内」を「3回以内」に変更

宇都宮化
成工業㈱

10月23日 17121
石原アタブロン乳剤
(クロルフルアズロン乳剤)

てんさいを削除
石原産業
㈱
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りんごの使用回数「2回以内」を「1回」に
変更

稲(育苗箱､折衷苗代､畑苗代)のﾋﾄﾞﾛｷｼ
ｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含む使用回数「4回以内」を
「3回以内」に変更
稲(湛水直播)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含
む使用回数「2回以内」を「1回」に変更

りんごの使用回数「2回以内」を「1回」に
変更

りんごの使用回数「2回以内」を「1回」に
変更

稲(箱育苗)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含む
使用回数「4回以内」を「3回以内」に変更
稲(湛水直播)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含
む使用回数「2回以内」を「1回」に変更

稲(箱育苗)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含む
使用回数「4回以内」を「3回以内」に変更
稲(湛水直播)のﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含
む使用回数「2回以内」を「1回」に変更

稲の使用目的「登熟歩合向上」削除
稲(育苗箱､折衷苗代､畑苗代)のﾋﾄﾞﾛｷｼ
ｲｿｷｻｿﾞｰﾙを含む使用回数「4回以内」を
「3回以内」に変更
すいかの本剤使用回数「2回以内」を「1
回」に変更


