
殺菌剤・殺虫剤 掲載作物名

1 Cs.ｵﾘｾﾞﾘﾃﾞｨｱEV箱粒剤 稲

2 D-D きく

3 Dr.ｵﾘｾﾞﾌｪﾙﾃﾗ粒剤 湛水直播水稲

4 ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ412 すもも,もも,りんご

5 ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ48Q なし

6 ICﾎﾞﾙﾄﾞｰ66D うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,ぶどう

7 MR.ｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL だいず,稲

8 Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ いちじく,うめ,すいか,ﾄﾏﾄ,にんじん,ぶどう,ﾐﾆﾄﾏﾄ,ﾚﾀｽ,非結球ﾚﾀｽ,野菜類(ｷｬﾍﾞﾂを除く)

9 Zﾎﾞﾙﾄﾞｰ粉剤DL だいず,稲

10 ｱｰﾃﾞﾝﾄ水和剤 いちじく,きく,なし,なす,ぶどう,りんご

11 ｱｸｻｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし,りんご

12 ｱｸｾﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ,にんじん,花き類･観葉植物(きくを除く)

13 ｱｸﾀﾗ顆粒水溶剤 うめ,ｷｬﾍﾞﾂ,りんご,花き類･観葉植物(宿根ｱｽﾀｰ､ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ､きくを除く)

14 ｱｸﾞﾘﾏｲｼﾝ-100 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,ばれいしょ,もも

15 ｱｸﾞﾘﾒｯｸ すいか,ﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物(ｶﾞｰﾍﾞﾗを除く)

16 ｱｸﾞﾚﾌﾟﾄ水和剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,もも

17 ｱｸﾞﾛｽﾘﾝ水和剤 かき,くり,すもも,もも,りんご

18 ｱｸﾞﾛｽﾘﾝ乳剤 えだまめ,すいか,だいず,なす,ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,とうもろこし

19 ｱﾀｯｷﾝ水和剤 ばれいしょ,もも

20 ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤 ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

21 ｱﾃﾞｨｵﾝ水和剤 ぶどう

22 ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 いちじく,うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,くり,ﾄﾏﾄ,なし,なす,ばれいしょ,ﾋﾟｰﾏﾝ,もも,花き類･観葉植物

(はぼたんを除く),未成熟そらまめ,とうもろこし

23 ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ1粒剤 さといも,さといも(葉柄),なす,ﾋﾟｰﾏﾝ

24 ｱﾄﾞﾏｲﾔｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 花き類･観葉植物(きくを除く)

25 ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ水和剤 かき,くり,すいか,ﾄﾏﾄ,なす,湛水直播水稲

26 ｱﾄﾗｯｸ液剤 さくら

27 ｱﾆｷ乳剤 きく,ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ

28 ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ

29 ｱﾌｧｰﾑ乳剤 きく,ﾄﾏﾄ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾐﾆﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物

30 ｱﾌｪｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちご,きゅうり,すいか,ﾄﾏﾄ,ねぎ,ゆり,花き類･観葉植物(きく､ゆり､ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ､りんどうを除く)

31 ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,うめ,すもも,ねぎ,みかん,もも,りんご

32 ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞ水和剤 うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,すもも,ﾄﾏﾄ,なす,みかん,もも

33 ｱﾍﾞｲﾙ粒剤 ﾄﾏﾄ,なす,ねぎ

34 ｱﾐｽﾀｰ10ﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,すもも

35 ｱﾐｽﾀｰ20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ さといも,だいず,にんにく,ねぎ,らっきょう

36 ｱﾐｽﾀｰﾄﾚﾎﾞﾝSE だいず,稲

37 ｱﾘｴｯﾃｨC水和剤 なし,りんご

38 ｱﾘｴｯﾃｨ水和剤 ぶどう

39 ｱﾙﾊﾞﾘﾝ粉剤DL だいず,稲

40 ｱﾙﾊﾞﾘﾝ粒剤 稲,非結球あぶらな科葉菜類(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲを除く)

41 ｱﾙﾊﾞﾘﾝ顆粒水溶剤 えだまめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きく,ﾄﾏﾄ,ねぎ,もも,りんご,小粒核果類

42 ｱﾝﾄﾗｺｰﾙ顆粒水和剤 いちご,すいか,なし,りんご

43 ｱﾝﾋﾞﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく,花き類･観葉植物(ばら､きくを除く)

44 ｲｵｳﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ,もも,野菜類(すいか､かぼちゃ､ﾄﾏﾄ､ﾐﾆﾄﾏﾄ､ねぎ､わけぎ､あさつき､いちごを除く)

45 ｲﾝﾀﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,なし,りんご

46 ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｸﾘｱ 野菜類

47 ｳﾗﾗ50DF きく,ゆり

48 ｳﾗﾗDF すいか,なし,ねぎ,小粒核果類
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49 ｴｸｼｰﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

50 ｴｸｼｰﾄﾞ粉剤DL 稲

51 ｴｺﾋﾟﾀ液剤 いちご,花き類･観葉植物,野菜類(いちご､ﾄﾏﾄ､ﾐﾆﾄﾏﾄ､きゅうり､なすを除く)

52 ｴｽﾏﾙｸDF 野菜類

53 ｴﾊﾞｰｺﾞﾙｼｰﾄﾞFS 稲(乾田直播水稲を除く)

54 ｴﾐﾘｱﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

55 ｴﾑﾀﾞｲﾌｧｰ水和剤 きく,みかん

56 ｴﾙｻﾝ乳剤 あずき,ｷｬﾍﾞﾂ,くり,さといも,だいこん,だいず,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ほうれんそう,ﾚﾀｽ,稲,

未成熟そらまめ,とうもろこし

57 ｴﾙｻﾝ粉剤2 さといも,稲

58 ｴﾙｻﾝ粉剤3DL だいず,稲

59 ｵｰｼｬｲﾝ水和剤 なし,りんご

60 ｵｰｿｻｲﾄﾞ水和剤80 きゅうり,ﾄﾏﾄ,なす,ﾋﾟｰﾏﾝ,ぶどう,もも,りんご,花き類･観葉植物,小粒核果類,野菜類

61 ｵｷｼﾗﾝ水和剤 すいか,なし,りんご

62 ｵﾗｸﾙ粉剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,非結球あぶらな科葉菜類

63 ｵﾘｵﾝ水和剤40 きく,なし,ﾒﾛﾝ,りんご

64 ｵﾘｾﾞﾒｰﾄ1ｷﾛ粒剤 稲

65 ｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 ｷｬﾍﾞﾂ,ねぎ,稲

66 ｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤20 稲

67 ｵﾘﾌﾞﾗｲﾄ250G 稲

68 ｵﾙﾄﾗﾝ水和剤 いちじく,かき,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,さくら,はくさい,ばれいしょ,花き類･観葉植物,樹木類

69 ｵﾙﾄﾗﾝ粒剤 ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,だいこん,ﾄﾏﾄ,なす,はくさい,ばれいしょ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,花き類･観葉植物(きく､宿根

ｽﾀｰﾁｽ､ｶｰﾈｰｼｮﾝ､ｱﾘｳﾑ､たであいを除く)

70 ｵﾙﾌｨﾝﾌﾟﾗｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,りんご

71 ｵﾙﾌｨﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ

72 ｵﾝｺﾙ粒剤5 きく,ｽﾄｯｸ,花き類･観葉植物(きく､ｽﾄｯｸを除く)

73 ｵﾝﾘｰﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,なし,ねぎ,ぶどう,もも

74 ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾄA とうもろこし

75 ｶﾞｰﾄﾞﾎｰﾌﾟ液剤 ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ

76 ｶｽｹｰﾄﾞ乳剤 かき,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,ｽﾀｰﾁｽ,だいず,ﾄﾏﾄ,にんじん,ねぎ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ほうれんそう,りんご

77 ｶﾞｽﾀｰﾄﾞ微粒剤 きく,ｽﾄｯｸ,花き類･観葉植物

78 ｶｽﾐﾝﾎﾞﾙﾄﾞｰ ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,ﾄﾏﾄ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ﾒﾛﾝ

79 ｶｽﾐﾝ液剤 うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,稲(箱育苗)

80 ｶｽﾐﾝ粒剤 稲(箱育苗)

81 ｶﾞｯﾃﾝ乳剤 花き類･観葉植物

82 ｶﾞｯﾄｷﾗｰ乳剤 うめ,すもも,ぶどう,もも

83 ｶﾞｯﾄｻｲﾄﾞS いちじく,くり,みかん,りんご

84 ｶﾅﾒﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく,なし

85 ｶﾈﾏｲﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちご,すいか,すもも,ぶどう,もも,りんご,花き類･観葉植物(ばら､きく､ｶｰﾈｰｼｮﾝ､ﾃﾞﾙﾌｨﾆｳﾑを除く)

86 ｶﾘｸﾞﾘｰﾝ ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物(きくを除く),野菜類(ﾄﾏﾄ､ﾐﾆﾄﾏﾄを除く)

87 ｶﾙﾎｽ乳剤 みかん,花き類･観葉植物(きく､ｶﾞｰﾍﾞﾗ､ｼｸﾗﾒﾝ及びｱｼﾞｱﾝﾀﾑを除く)

88 ｶﾙﾎｽ微粒剤F ﾚﾀｽ

89 ｶﾙﾎｽ粉剤 ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,だいこん,なす,はくさい,ﾚﾀｽ

90 ｶﾝﾀｽﾄﾞﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ ﾄﾏﾄ,なす

91 ｷﾉﾝﾄﾞｰ水和剤40 みかん,りんご

92 ｷﾉﾝﾄﾞｰ水和剤80 なし,ぶどう,りんご

93 ｷﾉﾝﾄﾞｰ顆粒水和剤 なし

94 ｷﾗｯﾌﾟｼﾞｮｰｶｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

95 ｷﾗｯﾌﾟｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 稲

96 ｷﾗｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ かき,りんご

97 ｷﾗｯﾌﾟ粒剤 稲

98 ｸﾙｰｻﾞｰFS30 えだまめ,だいず
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99 ｸﾙｰｻﾞｰMAXX えだまめ,だいず

100 ｸﾞﾚｰｼｱ乳剤 ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,ねぎ

101 ｸﾛｰﾙﾋﾟｸﾘﾝ きく,花き類･観葉植物

102 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ錠剤 きく

103 ｹﾞｯﾀｰ水和剤 だいず,ﾄﾏﾄ,ぶどう,ﾐﾆﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物(ひまわり､ｾﾞﾗﾆｳﾑを除く)

104 ｺｻｲﾄﾞ3000 いちじく,にんにく,ぶどう,もも,りんご,野菜類

105 ｺｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ にんじん,野菜類

106 ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ かき,かんきつ,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,ｽﾄｯｸ,ﾄﾏﾄ,なす,ねぎ,はくさい,ぶどう,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ほうれんそう,花き類･

観葉植物(きく､ｽﾄｯｸを除く),小粒核果類(すももを除く)

107 ｺﾃﾂﾍﾞｲﾄ ほうれんそう

108 ｺﾗﾄｯﾌﾟ1ｷﾛ粒剤12 稲

109 ｺﾙﾄ顆粒水和剤 かき,ﾄﾏﾄ,ねぎ,もも,りんご,花き類･観葉植物,小粒核果類

110 ｺﾛﾅﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく

111 ｺﾛﾏｲﾄ水和剤 いちじく,なし,ぶどう,りんご

112 ｺﾛﾏｲﾄ乳剤 なす

113 ｻｲｱﾉｯｸｽ水和剤 なし(無袋栽培),なし(有袋栽培),ぶどう,りんご

114 ｻｲｱﾉｯｸｽ乳剤 ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,だいこん,はくさい

115 ｻﾌﾟﾛｰﾙ乳剤 きく

116 ｻﾑｺﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ10 すもも,なし,ぶどう,もも,りんご

117 ｻﾙﾌｧｰｿﾞﾙ うめ,もも

118 ｻﾝｸﾘｽﾀﾙ乳剤 花き類･観葉植物,野菜類(なす､ﾄﾏﾄ､ﾐﾆﾄﾏﾄ､しゅんぎくを除く)

119 ｻﾞﾝﾌﾟﾛDMﾌﾛｱﾌﾞﾙ きゅうり,ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ

120 ｻﾝﾏｲﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく,さといも,すいか,ﾒﾛﾝ

121 ｻﾝﾏｲﾄ水和剤 かんきつ,なし,りんご

122 ｼﾞｰﾌｧｲﾝ水和剤 さといも,野菜類(なすを除く)

123 ｼﾞｪｲｴｰｽ水溶剤 いちじく,かき,ｷｬﾍﾞﾂ,さくら,はくさい

124 ｼﾞｪｲｴｰｽ粒剤 きく,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,だいこん,ﾄﾏﾄ,なす,はくさい,ばれいしょ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

125 ｼﾞｵｾﾞｯﾄ水和剤 ねぎ

126 ｼｸﾞﾅﾑWDG いちご,かぼちゃ,すいか,ﾄﾏﾄ,なす,にんじん,にんにく,ねぎ,はくさい,ﾚﾀｽ

127 ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく

128 ｼﾞﾏﾝﾀﾞｲｾﾝ水和剤 いちご,かき,かぼちゃ,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,くり,すいか,たまねぎ,ﾄﾏﾄ,ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ,なし,ねぎ,ぶどう,

みかん,ﾒﾛﾝ,やまのいも,りんご,未成熟そらまめ

129 ｼﾞｭﾘﾎﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ

130 ｼﾙﾊﾞｷｭｱﾌﾛｱﾌﾞﾙ 小麦,大麦

131 ｽｲｯﾁ顆粒水和剤 ぶどう

132 ｽｶｳﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,かき,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,なし,ぶどう,みかん,もも,りんご,花き類･観葉植物(宿根かすみ

そう､ｸﾞﾗｼﾞｵﾗｽ､ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ､りんどうを除く)

133 ｽｸｰﾃﾞﾘｱES 稲

134 ｽｸﾚｱﾌﾛｱﾌﾞﾙ ﾄﾏﾄ,なし

135 ｽｺｱ顆粒水和剤 うめ,かき,すもも,なし,もも,りんご

136 ｽﾀｰｸﾙ液剤10 だいず

137 ｽﾀｰｸﾙ豆つぶ 稲

138 ｽﾀｰｸﾙ粉剤DL だいず,稲

139 ｽﾀｰｸﾙ粒剤 稲,非結球あぶらな科葉菜類(ﾁﾝｹﾞﾝｻｲを除く)

140 ｽﾀｰｸﾙ顆粒水溶剤 えだまめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きく,ﾄﾏﾄ,ねぎ,もも,りんご,小粒核果類

141 ｽﾀｰﾅ水和剤 すもも,だいこん,にんじん,はくさい,もも,小粒核果類(すももを除く)

142 ｽﾀｰﾏｲﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく,なし

143 ｽﾀｳﾄｱﾚｽﾓﾝｶﾞﾚｽ箱粒剤 稲

144 ｽﾀｳﾄｱﾚｽ箱粒剤 稲

145 ｽﾃｨﾝｶﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 樹木類

146 ｽﾃﾝﾚｽ きく

147 ｽﾄﾛﾋﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,かき,かんきつ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,なし,ぶどう,もも,りんご
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148 ｽﾄﾛﾋﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく,きゅうり,すいか,にんにく,ねぎ,小麦,麦類(小麦を除く)

149 ｽﾊﾟｲｶﾙEX 果樹類

150 ｽﾊﾟｲﾃﾞｯｸｽ 果樹類(施設栽培)

151 ｽﾋﾟﾉｴｰｽ顆粒水和剤 きく,ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,なす,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

152 ｽﾌﾟﾗｻｲﾄﾞ水和剤 なす,花き類･観葉植物

153 ｽﾌﾟﾗｻｲﾄﾞ乳剤40 花き類･観葉植物(ﾌﾟﾘﾑﾗ､ｼｸﾗﾒﾝ､すいせん､ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ､ゆりを除く)

154 ｽﾐﾁｵﾝﾍﾞﾙｸｰﾄ粉剤DL だいず

155 ｽﾐﾁｵﾝ水和剤40 かき,くり,なし(無袋栽培),なし(有袋栽培),りんご,小粒種ぶどう,大粒種ぶどう

156 ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 うめ,きく,だいず,たまねぎ,なし(無袋栽培),なし(有袋栽培),なす,ねぎ,もも,稲,花き類･観葉植

物,樹木類

157 ｽﾐﾁｵﾝ粉剤3DL だいず,稲

158 ｽﾐﾚｯｸｽ水和剤 いちご,きゅうり,たまねぎ,ﾄﾏﾄ,なす,ﾚﾀｽ

159 ｾｲﾋﾞｱｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ20 いちご,ﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物

160 ｾﾙｶﾃﾞｨｽDﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし

161 ｾﾞﾝﾀｰﾘ顆粒水和剤 そば,野菜類(はくさいを除く)

162 ﾀﾞｰｽﾞﾊﾞﾝDF すもも,もも

163 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤34 すもも,もも,樹木類,小粒核果類(すももを除く),日本なし

164 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤3 かぼちゃ,かんしょ,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,すいか,たまねぎ,ねぎ,ばれいしょ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ﾒﾛﾝ,ﾚﾀｽ

165 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤5 だいず,非結球ﾚﾀｽ

166 ﾀﾞｲﾅﾓ顆粒水和剤 さといも

167 ﾀﾞｺｿｲﾙ かぶ,はくさい

168 ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000 いちじく,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,すいか,たまねぎ,ﾄﾏﾄ,にんにく,はくさい,ばれいしょ,

ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾒﾛﾝ,やまのいも,ゆり,りんご,ﾚﾀｽ,稲(箱育苗)

169 ﾀﾞｺﾆｰﾙ粉剤 稲(箱育苗)

170 ﾀﾞｺﾚｰﾄ水和剤 稲(箱育苗)

171 ﾀﾁｶﾞﾚｴｰｽM液剤 稲(箱育苗)

172 ﾀﾁｶﾞﾚｴｰｽM粉剤 稲(箱育苗)

173 ﾀﾁｶﾞﾚﾝ液剤 きゅうり,稲(箱育苗)

174 ﾀﾁｶﾞﾚﾝ粉剤 稲(箱育苗)

175 ﾀﾞﾆｶｯﾄ乳剤20 きく,なし,みかん,りんご

176 ﾀﾞﾆｺﾝｸﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,なし,ぶどう,りんご

177 ﾀﾞﾆｻﾗﾊﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちご,いちじく,なし,もも,りんご,花き類･観葉植物,小粒核果類

178 ﾀﾞﾆﾄﾛﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,かんきつ,なし,ぶどう,りんご,花き類･観葉植物

179 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ 稲

180 ﾀﾞﾌﾞﾙｼｭｰﾀｰSE ﾄﾏﾄ,なす,ねぎ,花き類･観葉植物

181 ﾀﾞﾝﾄﾂH粉剤DL だいず,稲

182 ﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 湛水直播水稲

183 ﾀﾞﾝﾄﾂ水溶剤 いちじく,うめ,かき,かんきつ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すいか,すもも,ぶどう,もも,りんご

184 ﾀﾞﾝﾄﾂ粒剤 ﾒﾛﾝ,稲

185 ﾁｪｽ顆粒水和剤 ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物

186 ﾁｵﾉｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ すもも,なし,もも,りんご,花き類･観葉植物(りんどうを除く)

187 ﾁﾙﾄ乳剤25 きく,小麦,大麦

188 ﾃﾞｨ･ﾄﾗﾍﾟｯｸｽ油剤 ねぎ,らっきょう

189 ﾃﾞｨｱﾅSC ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,ねぎ,花き類･観葉植物(りんどうを除く),非結球あぶらな科葉菜類(こまつな､ﾁﾝｹﾞﾝｻ

ｲ､なばな類を除く)

190 ﾃﾞｨｱﾅWDG いちじく,くり,なし,りんご

191 ﾃｰｸ水和剤 かき,すいか,ﾄﾏﾄ,ねぎ

192 ﾃｸﾘｰﾄﾞCﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

193 ﾃﾃﾞｵﾝ乳剤 花き類･観葉植物

194 ﾃﾞﾅﾎﾟﾝ5%ﾍﾞｲﾄ ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん,はくさい

195 ﾃﾞﾐﾘﾝ水和剤 樹木類

196 ﾃﾞﾗﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,うめ,かき,なし,ぶどう,りんご
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197 ﾃﾙｽﾀｰ水和剤 きく

198 ﾃﾛﾝ きく

199 ﾄｱﾛｰﾌﾛｱﾌﾞﾙCT 野菜類

200 ﾄｱﾛｰ水和剤CT ｽﾄｯｸ,樹木類(つばき類を除く),野菜類(ﾊﾟｾﾘ､えごま(葉)を除く)

201 ﾄﾞｰｼｬｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ ﾄﾏﾄ

202 ﾄﾞｷﾘﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし,ぶどう,りんご

203 ﾄｸﾁｵﾝ細粒剤F らっきょう

204 ﾄｸﾁｵﾝ乳剤 かき,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,くり

205 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝMｿﾞﾙ 小麦,麦類(小麦を除く)

206 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝMﾍﾟｰｽﾄ いちじく,かき,かんきつ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,くり,さくら,なし,ぶどう,ﾒﾛﾝ,もも,りんご,樹木類,

小粒核果類

207 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM水和剤 いちじく,かき,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きく,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,くり,ぶどう,みかん,もも,ゆり,りんご,ﾚﾀｽ,花き

類･観葉植物(ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳを除く),樹木類(つつじ類､かし､さくら､じんちょうげ､ぼけ､ﾎﾟﾌﾟﾗ､い

ぬつげを除く),小麦,小粒核果類,麦類(小麦を除く)

208 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM粉剤DL 小麦,麦類(小麦を除く)

209 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝｽﾀｰｸﾙ粉剤DL 稲

210 ﾄﾗｲﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL 稲

211 ﾄﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

212 ﾄﾗｻｲﾄﾞA乳剤 くり,ぶどう

213 ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑﾌﾛｱﾌﾞﾙ ﾄﾏﾄ,なし,りんご

214 ﾄﾘｶﾞｰﾄﾞ液剤 花き類･観葉植物

215 ﾄﾘﾌﾐﾝ水和剤 いちご,いちじく,きく,きゅうり,すいか,すもも,ﾄﾏﾄ,なし,なす,ねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,ぶどう,ﾐﾆﾄﾏﾄ,ﾒﾛﾝ,も

も,らっきょう,りんご,樹木類,麦類

216 ﾄﾘﾌﾐﾝ乳剤 きく

217 ﾄﾙﾈｰﾄﾞｴｰｽDF だいこん,なす

218 ﾄﾚﾉｯｸｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ すもも,なし,もも,りんご,花き類･観葉植物(りんどうを除く)

219 ﾄﾚﾎﾞﾝｽﾀｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

220 ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 かんきつ,かんしょ,ｷｬﾍﾞﾂ,さといも,さといも(葉柄),だいず,ﾄﾏﾄ,ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ,やまのいも,ゆり,樹

木類(つつじ類､ﾎﾟｲﾝｾﾁｱ､ｿﾃﾂを除く),とうもろこし

221 ﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL だいず,稲

222 ﾄﾚﾎﾞﾝ粒剤 稲

223 ﾄﾞﾛｸﾛｰﾙ きく,ｽﾄｯｸ,花き類･観葉植物

224 ﾅｴﾌｧｲﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲(箱育苗)

225 ﾅﾒｸﾘｰﾝ3 花き類･観葉植物

226 ﾅﾘｱWDG うめ,かき,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,なし,もも,りんご

227 ﾆｯｿﾗﾝ水和剤 いちじく,なし,ぶどう,りんご,花き類･観葉植物

228 ﾆﾏｲﾊﾞｰ水和剤 ﾄﾏﾄ

229 ﾈｷﾘｴｰｽK ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん

230 ﾈｷﾘﾍﾞｲﾄ 花き類･観葉植物

231 ﾈｸｽﾀｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ かき,ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,なし,小粒核果類

232 ﾈﾋﾞｼﾞﾝ粉剤 かぶ,はくさい

233 ﾈﾏｷｯｸ粒剤 さといも,にんじん,ﾒﾛﾝ

234 ﾈﾏｸﾘｰﾝ粒剤 さといも,だいこん,にんじん

235 ﾈﾏﾄﾘﾝｴｰｽ粒剤 いちじく,きく,らっきょう

236 ﾉｰﾓﾙﾄ乳剤 ｷｬﾍﾞﾂ,ｽﾄｯｸ,なす,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,ほうれんそう,花き類･観葉植物

237 ﾊﾟｰﾏﾁｵﾝ水和剤 かき,くり,だいず,なし

238 ﾊｰﾓﾒｲﾄ水溶剤 野菜類

239 ﾊﾞｲｵｷｰﾊﾟｰ水和剤 野菜類(かぼちゃ､ｽﾞｯｷｰﾆを除く)

240 ﾊﾞｲｵｾｰﾌ いちじく,果樹類

241 ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん,なす,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

242 ﾊﾞｼﾀｯｸ水和剤75 きく,きゅうり,すいか,だいこん,ﾄﾏﾄ,なし,ほうれんそう,ﾐﾆﾄﾏﾄ,花き類,野菜類

243 ﾊﾞｼﾚｯｸｽ水和剤 さくら,樹木類
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244 ﾊﾞｽｱﾐﾄﾞ微粒剤 きく,ｽﾄｯｸ,花き類･観葉植物

245 ﾊﾟﾀﾞﾝSG水溶剤 かき,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,ｷｬﾍﾞﾂ,くり,だいこん,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,稲,大粒種ぶどう

246 ﾊﾟﾀﾞﾝ粒剤4 稲

247 ﾊﾁﾊﾁﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし,もも,花き類･観葉植物

248 ﾊﾁﾊﾁ乳剤 かぶ,きく,ねぎ

249 ﾊﾞｯﾁﾚｰﾄ なし,りんご

250 ﾊｯﾊﾟ乳剤 きゅうり

251 ﾊﾞﾘｱｰﾄﾞ顆粒水和剤 うめ,りんご

252 ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ液剤5 うめ,すもも,はくさい,もも,ﾚﾀｽ,稲

253 ﾊﾞﾘﾀﾞｼﾝ粉剤DL だいこん,ばれいしょ,稲

254 ﾊﾟﾙﾐﾉ なす

255 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ15ﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし,りんご,小粒核果類

256 ﾊﾟﾚｰﾄﾞ20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ,すいか,ﾄﾏﾄ,ねぎ,ﾒﾛﾝ

257 ﾊﾞﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,すいか,すもも,なし,なす,もも,りんご,花き類･観葉植物,樹木類

258 ﾊﾟﾝﾁｮTF顆粒水和剤 かぼちゃ,きゅうり,すいか,ﾒﾛﾝ,花き類･観葉植物

259 ﾋﾞｰﾑｴｲﾄEXｿﾞﾙ 稲

260 ﾋﾞｰﾑｴｲﾄｴｸｼｰﾄﾞｿﾞﾙ 稲

261 ﾋﾞｰﾑｴｲﾄｽﾀｰｸﾙｿﾞﾙ 稲

262 ﾋﾞｰﾑｴｲﾄﾓﾝｶｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

263 ﾋﾞｰﾑｷﾗｯﾌﾟｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 稲

264 ﾋﾞｰﾑｽﾀｰｸﾙ粉剤5DL 稲

265 ﾋﾞｰﾗﾑ粒剤 さといも,だいこん,にんじん

266 ﾋﾟｸｼｵDF ﾄﾏﾄ

267 ﾋﾟｼﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ だいこん,ほうれんそう

268 ﾋﾟﾗﾆｶEW きく,さといも,花き類･観葉植物(ｶｰﾈｰｼｮﾝ､きくを除く)

269 ﾋﾟﾗﾆｶ水和剤 なし,みかん,りんご

270 ﾋﾟﾘｶｯﾄ乳剤 きく

271 ﾌｧｲﾝｾｰﾌﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく

272 ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ だいず

273 ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ顆粒水和剤 ﾄﾏﾄ,なし,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,りんご

274 ﾌﾞｰﾝｱﾚｽ箱粒剤 稲

275 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙC水和剤 だいず

276 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水和剤 ほうれんそう

277 ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,くり,すもも,なし,ぶどう,もも,りんご

278 ﾌｪﾆｯｸｽ顆粒水和剤 きく,ｷｬﾍﾞﾂ,すいか,だいこん,りんご,花き類･観葉植物(きく､りんどうを除く)

279 ﾌｪﾛﾃﾞｨﾝSL そば

280 ﾌｫｰｽ粒剤 かぶ,かんしょ,だいこん,らっきょう,非結球あぶらな科葉菜類

281 ﾌｫﾘｵｺﾞｰﾙﾄﾞ すいか,らっきょう

282 ﾌｫﾙﾃﾝｻﾞFS 稲

283 ﾌﾞﾗｼﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

284 ﾌﾞﾗｼﾝ粉剤DL 稲

285 ﾌﾟﾘﾛｯｿ粒剤 ﾄﾏﾄ

286 ﾌﾟﾘﾛｯｿ粒剤ｵﾒｶﾞ ねぎ

287 ﾌﾟﾘﾝｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ きく

288 ﾌﾙｰﾂｾｲﾊﾞｰ なし,ぶどう,もも,りんご,小粒核果類

289 ﾌﾙﾋﾟｶくん煙剤 きゅうり

290 ﾌﾙﾋﾟｶﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちご,きゅうり,ｽﾀｰﾁｽ,ﾄﾏﾄ,ぶどう,ゆり,花き類･観葉植物(ばら､ｽﾀｰﾁｽ､宿根かすみそう､ゆり､

りんどうを除く)

291 ﾌﾟﾚｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ,さといも,だいこん,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,花き類･観葉植物

292 ﾌﾟﾚﾊﾞｿﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ5 ｷｬﾍﾞﾂ,さといも,だいず,ねぎ,はくさい,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

293 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾌﾛｱﾌﾞﾙ きゅうり,なす

294 ﾌﾞﾛﾌﾚｱSC ｷｬﾍﾞﾂ
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295 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｽﾞ顆粒水和剤 きゅうり,ねぎ

296 ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞSC かんきつ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,なし,もも,りんご

297 ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ水和剤 ばれいしょ,ゆり,らっきょう

298 ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞ粉剤 かぶ,はくさい,ばれいしょ,ﾚﾀｽ

299 ﾍﾞｼﾞｾｲﾊﾞｰ きゅうり,ねぎ,ﾒﾛﾝ

300 ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ水溶剤 きゅうり,なし,なす,花き類･観葉植物(ばら､きくを除く)

301 ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ粒剤 きく,すいか,ﾄﾏﾄ,ﾐﾆﾄﾏﾄ,ﾒﾛﾝ,花き類･観葉植物(きく､きんせんかを除く)

302 ﾍﾞﾄﾌｧｲﾀｰ顆粒水和剤 きゅうり,たまねぎ,ﾒﾛﾝ,らっきょう

303 ﾍﾞﾈﾋﾞｱOD ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,だいこん,だいず,ﾄﾏﾄ,にんじん,ねぎ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,未成熟とうもろこし

304 ﾍﾞﾘﾏｰｸSC ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,ねぎ,はくさい,ﾚﾀｽ

305 ﾍﾞﾙｸｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ うめ,くり,すもも,なし,もも,やまのいも,りんご

306 ﾍﾞﾙｸｰﾄ水和剤 うめ,かき,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すいか,すもも,なし,りんご

307 ﾍﾟﾝｺｾﾞﾌﾞ水和剤 樹木類

308 ﾍﾞﾝﾚｰﾄTｺｰﾄ 稲

309 ﾍﾞﾝﾚｰﾄT水和剤20 かんしょ,さといも,らっきょう,稲,麦類

310 ﾍﾞﾝﾚｰﾄ水和剤 いちご,いちじく,かき,かんしょ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,くり,はくさい,ぶどう,みかん,らっきょう,り

んご,ﾚﾀｽ,稲(箱育苗),非結球あぶらな科葉菜類(みずな､ﾁﾝｹﾞﾝｻｲを除く)

311 ﾎｰﾏｲ水和剤 すいせん,ゆり,稲,花き類,小麦,麦類(小麦を除く)

312 ﾎﾞﾄｷﾗｰ水和剤 野菜類

313 ﾎﾗｲｽﾞﾝﾄﾞﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ すいか,ぶどう

314 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水溶剤 ゆり,花き類･観葉植物

315 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝAL水和剤 いちご,ﾄﾏﾄ,にんじん

316 ﾎﾟﾘﾍﾞﾘﾝ水和剤 うめ,きゅうり,すいか,ｽﾀｰﾁｽ,ｽﾄｯｸ,なし,なす,ぶどう,ﾒﾛﾝ,花き類･観葉植物(ｽﾄｯｸ､ｽﾀｰﾁｽ､ﾁｭｰﾘｯ

ﾌﾟ､ばら､ｸﾙｸﾏ､きくを除く)

317 ﾏｲｺｼｰﾙﾄﾞ うめ,すもも,もも

318 ﾏｲﾄｺｰﾈﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちご,いちじく,さといも,ぶどう,もも,りんご,小粒核果類

319 ﾏｽﾀﾋﾟｰｽ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ,もも,小粒核果類

320 ﾏｯﾁ乳剤 ｷｬﾍﾞﾂ,ﾄﾏﾄ,花き類･観葉植物(きくを除く)

321 ﾏﾄﾘｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん,だいず,ﾄﾏﾄ,なし,なす,ﾐﾆﾄﾏﾄ

322 ﾏﾈｰｼﾞ乳剤 きく

323 ﾏﾌﾞﾘｯｸ水和剤20 うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,くり,すいか,ｽﾄｯｸ,ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ,なす,みかん,もも,りんご

324 ﾏﾗｿﾝ乳剤 あずき,いちご,かぶ,かぼちゃ,きゅうり,だいこん,だいず,ﾄﾏﾄ,なす,にんじん,はくさい,ﾋﾟｰﾏﾝ,ぶ

どう,ほうれんそう,ﾒﾛﾝ

325 ﾏﾗｿﾝ乳剤50 かぶ

326 ﾏﾗｿﾝ粉剤3 あずき,かぼちゃ,だいず

327 ﾐｷﾞﾜ20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ なし

328 ﾐﾈｸﾄﾃﾞｭｵ粒剤 ねぎ

329 ﾐﾗﾋﾞｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 大麦

330 ﾑｯｼｭﾎﾞﾙﾄﾞｰDF ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,すもも,ぶどう,もも,小粒核果類(すももを除く)

331 ﾒｼﾞｬｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ ねぎ

332 ﾓｽﾋﾟﾗﾝｼﾞｪｯﾄ 花き類･観葉植物(ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳを除く)

333 ﾓｽﾋﾟﾗﾝ水溶剤 うめ

334 ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤 きく,ｷｬﾍﾞﾂ,すいか,ｽﾄｯｸ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

335 ﾓｽﾋﾟﾗﾝ顆粒水溶剤 いちじく,うめ,かき,かぶ,かんきつ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,くり,すもも,たまねぎ,なし,なす,ぶどう,

もも,りんご,花き類･観葉植物(ｽﾄｯｸ､りんどうを除く)

336 ﾓﾍﾞﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ ｷｬﾍﾞﾂ,すいか,なす,小粒核果類

337 ﾓﾐｶﾞｰﾄﾞC･DF 稲

338 ﾓﾐｶﾞｰﾄﾞC水和剤 稲

339 ﾓﾚｽﾀﾝ水和剤 いちご,かぼちゃ,きゅうり,すいか,ﾄﾏﾄ,なす,ﾋﾟｰﾏﾝ,ﾒﾛﾝ,花き類･観葉植物(ｶｰﾈｰｼｮﾝを除く)

340 ﾓﾝｶｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ40 花き類･観葉植物

341 ﾓﾝｶｯﾄ水和剤 花き類

342 ﾓﾝｶｯﾄ粒剤 ねぎ,稲
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343 ﾓﾝｶﾞﾘｯﾄ粒剤 ねぎ

344 ﾕﾆｯｸｽ顆粒水和剤47 なし,りんご

345 ﾖｰﾊﾞﾙｼｰﾄﾞFS 稲(乾田直播水稲を除く)

346 ﾖｰﾊﾞﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ ねぎ

347 ﾖﾈﾎﾟﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ,たまねぎ,ねぎ,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

348 ﾗﾉｰﾃｰﾌﾟ 花き類･観葉植物(施設栽培),野菜類(施設栽培)

349 ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 稲

350 ﾗﾐｯｸ顆粒水和剤 いちご

351 ﾗﾘｰ水和剤 いちじく,きゅうり,ねぎ

352 ﾗﾘｰ乳剤 きく

353 ﾗﾝﾈｰﾄ45DF いちご,ｷｬﾍﾞﾂ,だいこん,たまねぎ,にんじん,ねぎ,はくさい,ﾋﾟｰﾏﾝ(露地栽培),ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

354 ﾗﾝﾏﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ いちじく,ｷｬﾍﾞﾂ,きゅうり,さといも,はくさい,ぶどう,ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

355 ﾘｰﾌｶﾞｰﾄﾞ顆粒水和剤 ねぎ

356 ﾘｿﾞﾚｯｸｽ水和剤 ばれいしょ,花き類･観葉植物

357 ﾘｿﾞﾚｯｸｽ粉剤 花き類･観葉植物

358 ﾘﾄﾞﾐﾙｺﾞｰﾙﾄﾞMZ きゅうり,たまねぎ,ねぎ

359 ﾘﾝﾊﾞｰ粒剤 稲

360 ﾙｰﾁﾝｼｰﾄﾞFS 稲

361 ﾙｰﾁﾝ粒剤 稲

362 ﾛﾃﾞｨｰ乳剤 なす,ﾋﾟｰﾏﾝ,花き類･観葉植物

363 ﾛﾋﾞﾝﾌｯﾄﾞ りんご.果樹類(かんきつ,りんご,なし,びわ,もも,すもも,うめ,おうとう,ぶどう,かき,ﾏﾝｺﾞｰを除

364 ﾛﾌﾞﾗｰﾙ水和剤 いちご,うめ,ｷｳｲﾌﾙｰﾂ,きゅうり,すいか,ｽﾀｰﾁｽ,すもも,たまねぎ,ﾄﾏﾄ,なし,なす,ﾋﾟｰﾏﾝ,ぶどう,ﾒﾛﾝ,

もも,らっきょう,ﾚﾀｽ,未成熟そらまめ

365 ﾛﾑﾀﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ そば

366 ﾛﾑﾀﾞﾝ粉剤DL そば

367 ﾜｰｸｱｯﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ 麦類

368 ﾜｰｸｱｯﾌﾟ粉剤DL 麦類

369 ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾁ豆つぶ 稲

370 稲大将箱粒剤 稲

371 稲名人箱粒剤 稲

372 園芸ﾎﾞﾙﾄﾞｰ ﾄﾏﾄ

373 園芸用ｷﾝﾁｮｰﾙE いちじく

374 粘着くん液剤 花き類･観葉植物,野菜類

375 箱いり娘粒剤 湛水直播水稲

376 箱王子粒剤 湛水直播水稲
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索引（水稲除草剤）

水稲除草剤 移植/直播 水稲除草剤 移植/直播

1 ｱｰｸｴｰｽ1ｷﾛ粒剤 移植 41 ｸｻﾄﾘｰBSXｼﾞｬﾝﾎﾞL 移植

2 ｱｶﾂｷ1ｷﾛ粒剤 移植 42 ｸﾗｰﾙ1ｷﾛ粒剤 移植

3 ｱｸｼｽﾞMX1ｷﾛ粒剤 移植,直播 43 ｸﾗｰﾙEW 移植

4 ｱｼｭﾗ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 44 ｸﾘﾝﾁｬｰ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

5 ｱｼｭﾗｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 45 ｸﾘﾝﾁｬｰEW 移植,直播

6 ｱｼｭﾗﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 46 ｸﾘﾝﾁｬｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

7 ｱﾄｶﾗSｼﾞｬﾝﾎﾞMX 移植,直播 47 ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽME液剤 移植,直播

8 ｱﾄﾄﾘ1ｷﾛ粒剤 移植 48 ｹﾞｯﾄｽﾀｰ顆粒 移植,直播

9 ｱﾄﾄﾘ豆つぶ250 移植 49 ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

10 ｱﾈｼｽ1ｷﾛ粒剤 移植 50 ｹﾞﾊﾟｰﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

11 ｱﾋﾟﾛｸﾞﾛｳMX1ｷﾛ粒剤 移植 51 ｺﾞｴﾓﾝ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

12 ｱﾚｲﾙSC 移植,直播 52 ｺﾞｴﾓﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

13 ｲﾈｷﾝｸﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 53 ｺﾞｴﾓﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

14 ｲﾈﾋｰﾛｰ1ｷﾛ粒剤 移植 54 ｺﾒｯﾄ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

15 ｲﾈﾋｰﾛｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植 55 ｺﾒｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

16 ｲﾈﾘｰｸﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 56 ｺﾒｯﾄ顆粒 移植,直播

17 ｲﾉｰﾊﾞﾄﾘｵ1ｷﾛ粒剤51 移植,直播 57 ｻｷｶﾞｹ楽粒 移植

18 ｳｨｰﾄﾞｺｱ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 58 ｻｽｹ粒剤200 移植

19 ｳｨﾆﾝｸﾞﾗﾝ1ｷﾛ粒剤 移植 59 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞKAI1ｷﾛ粒剤 移植

20 ｳﾙﾃｨﾓZ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 60 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞRXﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

21 ｳﾙﾃｨﾓZｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 61 ｼｱｹﾞMF1ｷﾛ粒剤 移植,直播

22 ｳﾙﾃｨﾓZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 62 ｼﾞｪｲｿｳﾙ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

23 ｴﾝﾍﾟﾗｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 63 ｼﾞｪｲｿｳﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

24 ｴﾝﾍﾟﾗｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 64 ｼﾞｪｲｿｳﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

25 ｴﾝﾍﾟﾗｰ豆つぶ250 移植,直播 65 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

26 ｵｻｷﾆ1ｷﾛ粒剤 直播 66 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ400FG 移植,直播

27 ｶｲｼMF1ｷﾛ粒剤 直播 67 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

28 ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 68 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

29 ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 69 ｼﾞｶﾏｯｸ500ｸﾞﾗﾑ粒剤 直播

30 ｶｳﾝｼﾙｴﾅｼﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植 70 ｼｸﾞﾅｽ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

31 ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 71 ｼｸﾞﾅｽｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

32 ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 72 ｼｸﾞﾅｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

33 ｶｳﾝｼﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 73 ｼﾞｬｽﾀ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

34 かねつぐ1ｷﾛ粒剤 移植 74 ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑMX1ｷﾛ粒剤 移植

35 ｶﾞﾝｶﾞﾝ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 75 ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑMX豆つぶ250 移植

36 ｶﾞﾝｶﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 76 ｼｭﾅｲﾃﾞﾝ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

37 ｶﾞﾝｶﾞﾝ豆つぶ250 移植,直播 77 ｼｭﾅｲﾃﾞﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

38 ｷﾗﾘ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 78 ｼｭﾅｲﾃﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

39 ｷﾗﾘ400FG 移植,直播 79 ｼﾝｸﾞ乳剤 移植

40 ｷﾗﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 80 ｼﾝｽﾞｲZ1ｷﾛ粒剤 移植,直播
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81 ｼﾝｽﾞｲZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 121 ﾊﾞｯﾁﾘ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

82 ｼﾝｽﾞｲZ豆つぶ250 移植,直播 122 ﾊﾞｯﾁﾘ400FG 移植,直播

83 ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 123 ﾊﾞｯﾁﾘLX1ｷﾛ粒剤 移植,直播

84 ｾﾞｰﾀｼﾞｬｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤 移植 124 ﾊﾞｯﾁﾘLX400FG 移植,直播

85 ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 125 ﾊﾞｯﾁﾘLXｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

86 ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰ300FG 移植,直播 126 ﾊﾞｯﾁﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

87 ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 127 ﾊﾞｯﾁﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

88 ｾﾞｰﾀﾀｲｶﾞｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 128 ﾊﾞｯﾄｳZ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

89 ｾﾞｰﾀﾊﾝﾏｰ1ｷﾛ粒剤 移植 129 ﾊﾞｯﾄｳZｼﾞｬﾝﾎﾞ 直播

90 ｾﾞｰﾀﾊﾝﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植 130 ﾊﾞｯﾄｳZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

91 ｾﾞｰﾀﾊﾝﾏｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植 131 ﾋｴｸﾘｰﾝ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

92 ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 132 ﾋｴｸﾘｰﾝﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤 移植,直播

93 ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 133 ﾋｴｸﾘｰﾝ豆つぶ250 移植,直播

94 ｾﾞｰﾀﾌﾟﾗｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 134 ﾋﾞｸﾄﾘｰZ400FG 移植,直播

95 ｾｶﾝﾄﾞｼｮｯﾄSｼﾞｬﾝﾎﾞMX 移植,直播 135 ﾋﾞｸﾄﾘｰZｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

96 ｿﾙﾈｯﾄ1ｷﾛ粒剤 移植 136 ﾋﾞｸﾄﾘｰZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

97 ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰSB1ｷﾛ粒剤 移植,直播 137 ﾋﾟﾗｸﾛﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

98 ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀｰSB顆粒 移植,直播 138 ﾌﾞｲｺﾞｰﾙSM1ｷﾛ粒剤 移植

99 ﾀﾞﾝｸｼｮｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 139 ﾌﾙｲﾆﾝｸﾞｽｶｲ500ｸﾞﾗﾑ粒剤 移植

100 ﾂｲｹﾞｷ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 140 ﾌﾙｽｺｱZ1ｷﾛ粒剤 移植

101 ﾂｲｹﾞｷ豆つぶ250 移植,直播 141 ﾌﾙｽｺｱZｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

102 ﾂﾙｷﾞ250粒剤 移植,直播 142 ﾌﾙﾁｬｰｼﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

103 ﾂﾙｷﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 143 ﾌﾙﾊﾟﾜｰMXｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

104 ﾃﾞｨｵｰﾚ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 144 ﾌﾟﾚｷｰﾌﾟ1ｷﾛ粒剤 直播

105 ﾃﾞｨｵｰﾚｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 145 ﾌﾟﾚｷｰﾌﾟﾌﾛｱﾌﾞﾙ 直播

106 ﾃﾞｨｵｰﾚﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播 146 ﾍﾞｸｻｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

107 ﾃﾞｨｵｰﾚ顆粒 移植,直播 147 ﾍﾞｯｶｸ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

108 ﾃｯｹﾝ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 148 ﾍﾞﾙｰｶﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

109 ﾃｯｹﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 149 ﾍﾞﾙｰｶﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

110 ﾄﾄﾞﾒMF1ｷﾛ粒剤 移植,直播 150 ﾍﾞﾙｰｶﾞ豆つぶ250 移植,直播

111 ﾄﾄﾞﾒMF乳剤 移植,直播 151 ﾎｯﾄｺﾝﾋﾞ200粒剤 移植

112 ﾄﾄﾞﾒﾊﾞｽMF液剤 移植,直播 152 ﾎｯﾄｺﾝﾋﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

113 ﾄﾞﾆﾁS1ｷﾛ粒剤 移植,直播 153 ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

114 ﾄﾞﾘﾌ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 154 ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

115 ﾆﾄｳﾘｭｳ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 155 ﾎﾞﾃﾞｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

116 ﾆﾄｳﾘｭｳｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播 156 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

117 ﾉﾐﾆｰ液剤 移植 157 ﾏｰｼｪｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

118 ﾊﾞｲｽｺｰﾌﾟ1ｷﾛ粒剤 移植,直播 158 ﾏｽﾗｵ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

119 ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ液剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩) 移植,直播 159 ﾏｽﾗｵｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

120 ﾊﾞｻｸﾞﾗﾝ粒剤(ﾅﾄﾘｳﾑ塩) 移植,直播 160 ﾏｽﾗｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播
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水稲除草剤 移植/直播

161 ﾏｯﾄﾀﾌﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

162 ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

163 ﾒｶﾞｾﾞｰﾀ400FG 移植,直播

164 ﾒｶﾞｾﾞｰﾀｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

165 ﾒｶﾞｾﾞｰﾀﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

166 ﾒﾃｵ1ｷﾛ粒剤 移植

167 ﾒﾃｵｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

168 ﾒﾃｵﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

169 ﾓｹﾞﾄﾝ粒剤 移植,直播

170 ﾗｲｼﾞﾝﾊﾟﾜｰｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

171 ﾗｵｳ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

172 ﾚﾌﾞﾗｽ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

173 ﾚﾌﾞﾗｽｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

174 ﾛｲﾔﾝﾄ乳剤 移植,直播

175 ﾜｲﾄﾞｱﾀｯｸSC 移植,直播

176 ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾜｰ粒剤 移植,直播

177 ﾜｻﾞｱﾘ楽粒 移植

178 ﾜﾝｽﾃｰｼﾞ1ｷﾛ粒剤 移植,直播

179 銀河1ｷﾛ粒剤 移植,直播

180 銀河ｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

181 月光1ｷﾛ粒剤 移植,直播

182 月光ｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植

183 月光ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

184 兆ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

185 天空1ｷﾛ粒剤 移植,直播

186 天空ｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

187 天空ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

188 忍1ｷﾛ粒剤 移植,直播

189 忍ｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

190 忍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

191 農将軍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植

192 流星1ｷﾛ粒剤 移植,直播

193 流星ｼﾞｬﾝﾎﾞ 移植,直播

194 流星ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 移植,直播

195 粒状水中MCP 水稲
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１．有機農産物の日本農林規格　別表２

農　　　　薬 基　　　　準

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤
除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニ
ルブトキサイドを含まないものに限ること。

なたね油乳剤
調合油乳剤
マシン油エアゾル
マシン油乳剤
デンプン水和剤
脂肪酸グリセリド乳剤
メタアルデヒド粒剤 捕虫器に使用する場合に限ること。
硫黄くん煙剤
硫黄粉剤
硫黄・銅水和剤
水和硫黄剤
石灰硫黄合剤
シイタケ菌糸体抽出物液剤
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤
銅水和剤
銅粉剤
硫酸銅 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
生石灰 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
天敵等生物農薬
天敵等生物農薬・銅水和剤

性フェロモン剤
農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有
効成分とするものに限ること。

クロレラ抽出物液剤
混合生薬抽出物液剤
ワックス水和剤
展着剤 カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸剤 保管施設で使用する場合に限ること。
ケイソウ土粉剤 保管施設で使用する場合に限ること。
食酢
燐酸第二鉄粒剤
炭酸水素カリウム水溶剤
炭酸カルシウム水和剤 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。
ミルベメクチン乳剤
ミルベメクチン水和剤
スピノサド水和剤
スピノサド粒剤
還元澱粉糖化物液剤
次亜塩素酸水

２．化学合成でないと認められた農薬

農　　　　薬

カスガマイシン剤
ポリオキシン剤
バリダマイシン剤
ストレプトマイシン剤
オキシテトラサイクリン剤
※認証区分①では使用できない。

展着剤は使用回数に含めないが、化学合成された展着剤は認証区分①では使用できない。
３．展着剤

福井県特別栽培農産物栽培基準において使用回数にカウントしない農薬

　カウントしない農薬は下記１～３の有機農産物の生産を行う中で使用が認められている「有機農産物の日本

　　福井県特別栽培農産物栽培基準において、節減対象農薬とは化学合成された農薬を示し、使用回数に

　農林規格」の別表２に掲げる農薬、化学合成でないと認められた農薬および展着剤とする。
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作用機構 作用点 グループ名 化学グループ名 有効成分名 農薬名（例）
殺菌剤の耐性ﾘｽｸ・
備考

FRAC
コード

メタラキシル リドミル

メタラキシルM サブデューマックス

DNA/RNA 生合成 (提案中) 芳香族ヘテロ環 イソキサゾール ヒドロキシイソキサゾール タチガレン 耐性菌未発生。 32

DNAトポイソメラーゼ タイプ II
(ジャイレース)

カルボン酸 カルボン酸 オキソリニック酸 スターナ 不明/耐性菌発生。 31

デノボピリミジン生合成におけるジヒドロ
オロト酸デヒドロゲナーゼ阻害

DHODHI殺菌剤 フェニルプロパノール イプフルフェノキン ミギワ 中～高 52

ベンゾイミダゾール ベノミル ベンレート

チオファネート チオファネート メチル トップジンM

N-フェニルカーバメート N-フェニルカーバメート ジエトフェンカルブ
スミブレンド、ゲッター、
プライアの成分

高/耐性菌発生。MBC殺菌剤
と負相関交差耐性がある。

10

チアゾールカルボキサミド エチルアミノチアゾールカルボキサミド エタボキサム エトフィン 低～中 22

細胞分裂(作用点不明) フェニルウレア フェニルウレア ペンシクロン モンセレン 耐性菌未発生。 20

スペクトリン様タンパク質の非局在化 ベンズアミド ピリジニルメチルベンズアミド フルオピコリド
ジャストフィット、リライアブルの成
分

中/欧州においてﾌﾞﾄﾞｳべと病
の耐性菌が発生。

43

アクチン/ミオシン/フィンブリン機能 アリルフェニルケトン ベンゾイルピリジン ピリオフェノン プロパティ 中/耐性うどんこ病菌発生。 50

ピリミジンアミン ピリミジンアミン ジフルメトリム ピリカット

ピラゾールカルボキサミド ピラゾールカルボキサミド トルフェンピラド ハチハチ

フルトラニル モンカット

メプロニル バシタック

フェニルオキソエチルチオフェンアミド イソフェタミド ケンジャ

ピリジニルエチルベンズアミド フルオピラム オルフィン

チアゾールカルボキサミド チフルザミド グレータム

フルキサピロキサド イントレックス

フラメトピル リンバー

インピルフルキサム カナメ

イソピラザム ネクスター

ペンフルフェン エバーゴル

ペンチオピラド アフェット、フルーツセイバー

N-メトキシフェニルエチルピラゾールカル
ボキサミド

ピジフルメトフェン ミラビス

ピリジンカルボキサミド ボスカリド カンタス

ピラジンカルボキサミド ピラジフルミド パレード

アゾキシストロビン アミスター

ピコキシストロビン メジャー

メトキシアセトアミド マンデストロビン スクレア

メトキシカーバメート ピラクロストロビン ナリア、シグナムの成分

クレソキシムメチル ストロビー

トリフロキシストロビン フリント

オキシイミノアセトアミド メトミノストロビン オリブライト、イモチエース

オキサゾリジンジオン ファモキサドン ホライズンの成分

ジヒドロジオキサジン フルオキサストロビン ディスアーム

ベンジルカーバメート ピリベンカルブ ファンタジスタ

テトラゾリノン メチルテトラプロール ムケツ

高/耐性菌未発生。ｺｰﾄﾞ11
のG143A突然変異株とは
交差しない。

11A

シアノイミダゾール シアゾファミド ランマン

スルファモイルトリアゾール アミスルブロム ライメイ、オラクル

酸化的リン酸化の脱共役 2,6-ジニトロアニリン フルアジナム フロンサイド
低/耐性灰色かび病菌が発
生。

29

複合体Ⅲ
ユビキノン還元酵素Qo部位
スチグマテリン結合サブサイト

QoSI殺菌剤
(QoS阻害剤)

トリアゾロピリミジンアミン アメトクトラジン ザンプロ
QoIとは交差しない。耐性ﾘｽｸ
は中～高と推測。

45

シプロジニル ユニックス

メパニピリム フルピカ

へキソピラノシル抗生物質 へキソピラノシル抗生物質 カスガマイシン カスミン
中/
耐性糸状菌、細菌が発生。

24

グルコピラノシル抗生物質 グルコピラノシル抗生物質 ストレプトマイシン
アグレプト、ストマイ、
ヒトマイシン、マイシン

高/細菌病防除剤。耐性菌が
発生。

25

タンパク質生合成（リボソーム　ポリペプ
チド伸長段階）

テトラサイクリン抗生物質 テトラサイクリン抗生物質 オキシテトラサイクリン マイコシールド
高/細菌病防除剤。耐性菌が
発生。

41

浸透圧シグナル伝達におけるMAP・ヒス
チジンキナーゼ(os-2 , HOG1 )

PP殺菌剤
(フェニルピロール)

フェニルピロール フルジオキソニル セイビアー 低～中 12

イプロジオン ロブラール

プロシミドン スミレックス

ホスホロチオレート ホスホロチオレート IBP（イプロベンホス） キタジンP

ジチオラン ジチオラン イソプロチオラン フジワン

細胞脂質の過酸化(提案中) AH殺菌剤(芳香族炭化水素） 芳香族炭化水素 トルクロホスメチル リゾレックス
低～中/複数の耐性菌が発
生。

14

細胞膜透過性、脂肪酸(提案中) カーバメート カーバメート プロパモカルブ塩酸塩 プレビクールＮ 低～中 28

脂質恒常性および輸送/貯蔵
OSBPI　オキシステロール結合
タンパク質阻害

ピペリジニルチアゾールイソキサゾリン オキサチアピプロリン ゾーベック エンカンティア等の成分 49

FRACコード表日本版（2022年5月）

FRACコード表(1)

RNAポリメラーゼI
PA殺菌剤
（フェニルアミド）

アシルアラニン 高/複数の耐性卵菌が発生。 4

Ａ：核酸合成代謝

Ｃ：呼吸

複合体Ｉ
NADH酸化還元酵素

耐性菌未発生。 39

複合体II
コハク酸脱水素酵素

SDHI殺菌剤
(コハク酸脱水素酵素阻害剤）

フェニルベンズアミド

中～高/複数の耐性菌が発
生。

7

ピラゾール-4-カルボキサミド

オキシイミノ酢酸

複合体III
ユビキノン還元酵素 Qi 部位

QiI殺菌剤
 (Ｑｉ阻害剤)

不明であるが中～高と推測。 21

複合体III
ユビキノール酸化酵素 Qo部位

チューブリン重合

MBC殺菌剤
(メチルベンゾイミダゾールカー
バメート)

高/広範囲の耐性菌が発生。
ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で交差耐性がある。
N-ﾌｪﾆﾙｶｰﾊﾞﾒｰﾄと負相関交
差耐性がある。

1

Ｂ：細胞骨格と
モータータンパク

質

QoI殺菌剤
(Qo阻害剤)

メトキシアクリレート

高/複数の耐性菌が発生。ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ内で交差耐性がある。

11

FRAC CODE LISTより、国内で使用されている化学殺菌剤を抜粋しました[最新版はJ FRACホームページ(http://www.jcpa.or.jp/labo/jfrac/)に掲載]。

9

タンパク質生合成（リボソーム　翻訳開始
段階）

Ｅ：シグナル伝達
浸透圧シグナル伝達におけるMAP・ヒス
チジンキナーゼ(os-1, Daf1 )

ジカルボキシイミド ジカルボキシイミド 中～高 2

Ｄ：アミノ酸および
タンパク質生合成

メチオニン生合成 (提案中)
AP殺菌剤
(アニリノピリミジン)

アニリノピリミジン
中/耐性灰色かび病菌と黒星
病菌が発生。

Ｆ：脂質生合成
または輸送/
細胞膜の構造
または機能

リン脂質生合成、メチルトランスフェラー
ゼ

低～中/ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で交差耐性
あり。

6

記号と一桁の数字による組み合わせで、例えば'M1'に0を挿入して'M 01'のように標記することもあります。
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作用機構 作用点 グループ名 化学グループ名 有効成分名 農薬名（例）
耐性リスク
備考

FRAC
コード

ピペラジン トリホリン サプロール

ピリミジン フェナリモル ルビゲン

オキスポコナゾールフマル酸塩 オーシャイン

ペフラゾエート ヘルシード

プロクロラズ スポルタック

トリフルミゾール トリフミン

シプロコナゾール アルト

ジフェノコナゾール スコア

フェンブコナゾール インダー、デビュー

ヘキサコナゾール アンビル

イミベンコナゾール マネージ

イプコナゾール テクリード

メトコナゾール リベロ、ワークアップ

ミクロブタニル ラリー

プロピコナゾール チルト

シメコナゾール サンリット、モンガリット

テブコナゾール シルバキュア、オンリーワン

テトラコナゾール サルバトーレ、ホクガード

トリチコナゾール フリート

トリアゾリンチオン プロチオコナゾール プロライン

ヒドロキシアニリド フェンヘキサミド パスワード

アミノピラゾリノン フェンピラザミン ピクシオ

ステロール生合成のスクワレンエポキシ
ダーゼ

(SBI クラス IV) チオカーバメート ピリブチカルブ エイゲン 耐性菌未発生。 18

キチン生合成酵素 ポリオキシン ペプチジルピリミジンヌクレオシド ポリオキシン ポリオキシン 中 19

桂皮酸アミド ジメトモルフ フェスティバル

バリンアミドカーバメート ベンチアバリカルブイソプロピル プロポーズ、ベトファイター等の成分

マンデル酸アミド マンジプロパミド レーバス

イソベンゾフラノン フサライド ラブサイド

ピロロキノリノン ピロキロン コラトップ

トリアゾロベンゾチアゾール トリシクラゾール ビーム

メラニン生合成の脱水酵素 MBI-D プロピオンアミド フェノキサニル アチーブ 中/耐性菌が発生。 16.2

メラニン生合成のポリケタイド合成酵素 MBI-P トリフルオロエチルカーバメート トルプロカルブ サンブラス、ゴウケツ
耐性菌未発生。細菌と糸状菌
に対する宿主植物の抵抗性
誘導活性もある。

16.3

ベンゾチアジアゾール(BTH) ベンゾチアジアゾール(BTH) アシベンゾラルS-メチル アクティガード 耐性菌未発生 P1

ベンゾイソチアゾール ベンゾイソチアゾール プロベナゾール オリゼメート 耐性菌未発生 P2

チアジアゾールカルボキサミド チアジアゾールカルボキサミド チアジニル ブイゲット 耐性菌未発生

イソチアゾールカルボキサミド イソチアゾールカルボキサミド イソチアニル スタウト、ルーチン 耐性菌未発生

ホスホナート ホスホナート エチルホスホナート ホセチル アリエッティ
低/耐性菌報告事例がわずか
にある。

P7

サリチル酸シグナル伝達 イソチアゾール イソチアゾリルメチルエーテル ジクロベンチアゾクス ブーン
サリチル酸経路のサリチル酸
の上流と下流を活性化する。
耐性菌未発生。

P8

シアノアセトアミド=オキシム シアノアセトアミド=オキシム シモキサニル カーゼート、ブリザード等の成分 低～中 27

ベンゼンスルホン酸 ベンゼンスルホン酸 フルスルファミド ネビジン、ネビリュウ 耐性菌未発生。 36

フェニルアセトアミド フェニルアセトアミド シフルフェナミド パンチョ、コナケシ 耐性うどんこ病菌発生。 U6

チアゾリジン シアノメチレンチアゾリジン フルチアニル ガッテン 耐性うどんこ病菌発生。 U13

ピリミジノンヒドラゾン ピリミジノンヒドラゾン フェリムゾン ブラシンの成分 耐性菌未発生。 U14

複合体Ⅲ（結合部位不明） 4-キノリル酢酸 4-キノリル酢酸 テブフロキン トライ
QoIとは交差しない。耐性ﾘｽｸ
不明。中と推測。

U16

不明 テトラゾリルオキシム テトラゾリルオキシム ピカルブトラゾクス ピシロック、ナエファイン 耐性菌未発生。 U17

不明（トレハラーゼ阻害） グルコピラノシル抗生物質 グルコピラノシル抗生物質 バリダマイシン バリダシン
耐性菌未発生。ﾄﾚﾊﾛｰｽによ
る抵抗性誘導提案中。

U18

未分類 不明 種々 種々
炭酸水素カリウム，炭酸水素ナ
トリウム，天然物起源

カリグリーン、ハーモメイト 耐性菌未発生。 NC

無機化合物（求電子剤） 無機化合物 銅 Ｚボルドー、コサイド3000等 有機銅にも適用。 M1

無機化合物（求電子剤） 無機化合物 硫黄 サルファー、イオウ等 M2

マンゼブ ジマンダイセン、ペンコゼブ

マンネブ エムダイファー

プロピネブ アントラコール

チウラム チウラム、チオノック、トレノックス

ジラム モノドクター

フタルイミド（求電子剤） フタルイミド キャプタン オーソサイド M4

クロロニトリル(フタロニトリル)
（作用点不明）

クロロニトリル(フタロニトリル) TPN ダコニール、パスポート M5

イミノクタジン酢酸塩 ベフラン

イミノクタジンアルベシル酸塩 ベルクート

キノン(アントラキノン)
（求電子剤）

キノン(アントラキノン) ジチアノン デラン M9

キノキサリン（求電子剤） キノキサリン キノキサリン系 モレスタン M10

マレイミド（求電子剤） マレイミド フルオルイミド ストライド M11

FRACコード表 (2)

Ｇ：細胞膜のステ
ロール生合成

イミダゾール

トリアゾール

ステロール生合成のＣ4位脱メチル化に
おける3-ケト還元酵素

KRI殺菌剤
(ケト還元阻害剤)
(SBI: クラスIII)

DMI殺菌剤
(脱メチル化阻害剤)
 (SBI: クラス I)

ステロール生合成におけるC14位の
脱メチル化酵素

中/ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で耐性差が大き
い。複数の病原菌において耐
性が発生している。DMI間で
交差耐性が発生しているとみ
なしたほうがよい。DMIと他の
SBIは交差しない。

3

Ｐ：宿主植物の抵
抗性誘導

サリチル酸シグナル伝達

P3

低～中 17

Ｈ：細胞壁生合成
セルロース生合成酵素

CAA殺菌剤
(カルボン酸アミド)

低～中/欧州においてﾌﾞﾄﾞｳべ
と病の耐性菌が発生。ｸﾞﾙｰﾌﾟ
内で交差耐性がある。

40

Ｉ：細胞壁のメラニ
ン生合成

メラニン生合成の還元酵素 MBI-R 耐性菌未発生。 16.1

M3

ビスグアニジン（細胞膜攪乱
剤、界面活性剤）

ビスグアニジン M7

Ｕ：作用機構不明

不明

Ｍ：多作用点接触
活性化合物

多作用点接触活性
全般的に低ﾘｽｸとみなしてい
る。

ジチオカーバメート
（求電子剤）

ジチオカーバメート
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作用機構 作用点 グループ名 生物グループ名 有効成分名 農薬名（例）
殺菌剤の耐性ﾘｽｸ・
備考

FRAC
コード

糸状菌Trichoderma  spp. トリコデルマ　アトロビリデ　SKT-1株 エコホープ 耐性菌未発生。

糸状菌Coniothyrium  spp.
コニオチリウム ミニタンス
CON/M/91-08 株

ミニタン 耐性菌未発生。

糸状菌Talaromyces spp.
タラロマイセス　フラバス　SAY-Y-
94-01株

タフパール、タフブロック 耐性菌未発生。

バチルス　アミロリクエファシエ
ンス

インプレッションクリア 耐性菌未発生。

バチルス　ズブチリス　QST-713株* インプレッション、セレナーデ 耐性菌未発生。

バチルス　ズブチリス　D747株* エコショット 耐性菌未発生。

バチルス　ズブチリス　MBI600株* ボトキラー、ボトピカ 耐性菌未発生。

バチルス　ズブチリス　Y1336株 バイオワーク、バチスター 耐性菌未発生。

バチルス　ズブチリス　HAI-0404株 アグロケア 耐性菌未発生。

細菌Lactobacillus  spp. ラクトバチルス　プランタラム　BY株 ラクトガード 耐性菌未発生。

細菌Pseudomonas spp.
シュードモナス　ロデシアHAI-0804
株

マスタピース 耐性菌未発生。

FRACコード表日本版（2022年5月）生物農薬抜粋

ＢＭ：複数の作用
機構を有する生
物製剤

複数の効果の報告がある（例、すべての
生物農薬に適用しない）：競合、微生物寄
生、抗生作用、殺菌リポペプチドによる細
胞膜破壊、溶菌酵素、抵抗性誘導

微生物（生菌または抽出物、
代謝産物） BM2

細菌Bacillus  spp.

*：現在はバチルス　アミロリクエファシエンスで分類されていますが、登録時の分類で記載しています。

未分類 不明 微生物 NC

記号と一桁の数字による組み合わせで、例えば'BM2'に0を挿入して'BM 02'のように標記することもあります。

FRAC CODE LISTに記載の生物農薬を抜粋しました[最新版はJ FRACホームページ(http://www.jcpa.or.jp/labo/jfrac/)に掲載]。
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IRAC殺虫剤作用機構分類(ver.10.1)を引用・改変(国内の食用作物登録剤、一部未登録農薬有）。

1 1A カーバメート系 アラニカルブ オリオン
ベンフラカルブ オンコル
NAC (カルバリル) デナポン

神経作用 カルボスルファン アドバンテージ、ガゼット
BPMC (フェノブカルブ) バッサ
メソミル ランネート
オキサミル バイデートＬ
チオジカルブ ラービン

1B 有機リン系 アセフェート オルトラン、ジェイエース、ジェネレート、スミフェート
カズサホス ラグビー
クロルピリホス ダーズバン
CYAP (シアノホス) サイアノックス
ダイアジノン ダイアジノン
ジメトエート ジメトエート
MEP (フェニトロチオン) スミチオン
ホスチアゼート ネマトリン、ガードホープ
イミシアホス ネマキック
イソキサチオン カルホス、カルモック、ネキリエースＫ
マラソン(マラチオン) マラソン
DMTP (メチダチオン) スプラサイド
PAP (フェントエート) エルサン
プロフェノホス エンセダン
プロチオホス トクチオン

2 2A 環状ジエン有機塩素系
2B フェニルピラゾール系 エチプロール キラップ

(フィプロール系) フィプロニル プリンス
神経作用

3 3A ピレスロイド系 アクリナトリン アーデント

ナトリウムチャネルモジュレーター ピレトリン系 ビフェントリン テルスター
シクロプロトリン シクロサール

神経作用 シフルトリン バイスロイド
シハロトリン サイハロン
シペルメトリン アグロスリン、ゲットアウト
エトフェンプロックス トレボン
フェンプロパトリン ロディー
フェンバレレート ハクサップ、パーマチオン、ベジホン等の成分
フルシトリネート ペイオフ
フルバリネート(τ-フルバリネート) マブリック
ペルメトリン アディオン
シラフルオフェン MR.ジョーカー
テフルトリン フォース
トラロメトリン スカウト
ピレトリン バイベニカVスプレー

3B DDT　　メトキシクロル

4 4A ネオニコチノイド系 アセタミプリド モスピラン
　 クロチアニジン ダントツ、ワンリード

ジノテフラン スタークル、アルバリン
イミダクロプリド アドマイヤー

神経作用 ニテンピラム ベストガード
チアクロプリド バリアード
チアメトキサム アクタラ、クルーザー

4B ニコチン
4C スルホキシイミン系 スルホキサフロル エクシード、トランスフォーム
4D ブテノライド系 フルピラジフロン シバント
4E メソイオン系 トリフルメゾピリム ゼクサロン
4F ピリジリデン系 フルピリミン リディア、エミリア

5 5 スピノシン系 スピネトラム ディアナ、デリゲート
　 スピノサド スピノエース

神経作用
6 6 アベルメクチン系 アバメクチン アグリメック

ミルベマイシン系 エマメクチン安息香酸塩 アファーム
レピメクチン アニキ

神経および筋肉作用 ミルベメクチン ミルベノック、コロマイト

7 7A 幼若ホルモン類縁体

幼若ホルモン類似剤 7B フェノキシカルブ

成長調節 7C ピリプロキシフェン ピリプロキシフェン ラノー、プルート

8 8A ハロゲン化アルキル
8B クロルピクリン クロルピクリン クロルピクリン、ドロクロール、クロピク、

ドジョウピクリン、クロピクフロー

8C フルオライド系
8D ホウ砂
8E 吐酒石

ダゾメット バスアミド、ガスタード
カーバム ＮＣＳ、キルパー

9 9B ピリジン　アゾメチン誘導体 ピメトロジン チェス

弦音器官TRPVチャネルモジュレーター ピリフルキナゾン コルト

神経作用 9D ピロペン系 アフィドピロペン 2021年9月現在未登録
10 10A クロフェンテジン クロフェンテジン カーラ

CHS1に作用するダニ類成長阻害剤 ヘキシチアゾクス ヘキシチアゾクス ニッソラン
ジフロビダジン

成長調節 10B 10Ｂ  エトキサゾール エトキサゾール バロック

11 11A Bacillus thuringiensis B.t. subsp. aizawai
微生物由来昆虫中腸内膜破壊剤  と殺虫タンパク質生産物 B.t. subsp. kurstaki

11B Bacillus sphaericus

日本における農業用殺虫剤の作用機構

色分けは、その殺虫剤による発現症状、効果発現の速さおよび他の特性を判別するための一助として、作用機構と影響をうける生理機能のお
おまかな分類とを関連付けたもので、抵抗性マネージメントの目的のためではない。抵抗性マネージメントのためのローテーションは、作用機構
グループの番号にのみ基づくべきである。

主要作用機構グループと一次作用部位 有効成分
農薬名（例）
（剤型省略）

サブグループ
あるいは代表的有効成分

アセチルコリンエステラーゼ（AChE）阻害剤

GABA作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネルブ
ロッカー

ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)
競合的モジュレーター

グルタミン酸作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャ
ネル(GluCl) アロステリックモジュレーター

その他の非特異的(マルチサイト)阻害剤

ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)
アロステリックモジュレーター - 部位Ⅰ

メチルイソチオシアネートジェネレー
ター

8F

アイザワイ系統；　フローバック、ゼンターリ、クオー
ク、サブリナ、エコマスター、ジャックポット、チュー
レックス
クルスターキ系統；　トアローCT、チューリサイド、
チューンアップ、エスマルク、デルフィン、ファイブス
ター、バイオマックス
アイザワイ＋クルスターキ系統；　バシレックス
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主要作用機構グループと一次作用部位 有効成分
農薬名（例）
（剤型省略）

サブグループ
あるいは代表的有効成分

12 12A ジアフェンチウロン ジアフェンチウロン ガンバ

ミトコンドリアATP合成酵素阻害剤 12B 有機スズ系殺ダニ剤
12C プロパルギット BPPS(プロパルギット) オマイト

エネルギー代謝 12D テトラジホン テトラジホン テデオン

13 13 ピロール クロルフェナピル コテツ
プロトン勾配を撹乱する酸化的リン酸化脱共 ジニトロフェノール
役剤 スルフルラミド
エネルギー代謝 　

14 14 ネライストキシン類縁体 ベンスルタップ ルーバン

ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR) カルタップ パダン
チャネルブロッカー チオシクラム エビセクト、リーフガード、スクミハンター
神経作用
15 15 ベンゾイル尿素系 クロルフルアズロン アタブロン

ジフルベンズロン デミリン
フルフェノクスロン カスケード

成長調節 ルフェヌロン マッチ
ノバルロン カウンター
テフルベンズロン ノーモルト

16 16 ブプロフェジン ブプロフェジン アプロード

キチン生合成阻害剤、タイプ１
成長調節
17 17 シロマジン シロマジン トリガード

脱皮阻害剤　ハエ目昆虫
成長調節
18 18 ジアシル-ヒドラジン系 クロマフェノジド マトリック

脱皮ホルモン(エクダイソン)受容体アゴニスト メトキシフェノジド ファルコン、ランナー

成長調節 テブフェノジド ロムダン

19 19 アミトラズ アミトラズ ダニカット

オクトパミン受容体アゴニスト
神経作用
20 20A ヒドラメチルノン

ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅲ阻害剤 20B アセキノシル アセキノシル カネマイト

－Qoサイト 20C フルアクリピリム フルアクリピリム タイタロン

エネルギー代謝 20D ビフェナゼート ビフェナゼート マイトコーネ

21 21A ＭＥＴＩ剤 フェンピロキシメート ダニトロン
ピリミジフェン マイトクリーン 
ピリダベン サンマイト
テブフェンピラド ピラニカ

エネルギー代謝 トルフェンピラド ハチハチ
21B ロテノン

22 22A オキサジアジン インドキサカルブ トルネードエース、ファイントリム

電位依存性ナトリウムチャネルブロッカー 22B セミカルバゾン メタフルミゾン アクセル

神経作用
23 テトロン酸およびテトラミン酸 スピロジクロフェン ダニエモン

誘導体 スピロメシフェン ダニゲッター、クリアザール

脂質合成、成長調節 スピロテトラマト モベント
24A ホスフィン系
24B シアニド

エネルギー代謝
25A β-ケトニトリル誘導体 シエノピラフェン スターマイト

シフルメトフェン ダニサラバ

エネルギー代謝 25B カルボキサニリド系 ピフルブミド ダニコング
28 28 ジアミド系 クロラントラニリプロール プレバゾン、サムコル、フェルテラ
リアノジン受容体モジュレーター シアントラニリプロール ベネビア、ベリマーク、エクシレル、パディート、

プリロッソ
神経および筋肉作用 シクラニリプロール テッパン

フルベンジアミド フェニックス
テトラニリプロール ヨーバル

29 29 フロニカミド フロニカミド ウララ

弦音器官モジュレーター  標的部位未決定
神経作用
30 30 メタジアミド系 ブロフラニリド ブロフレア

イソオキサゾリン系 フルキサメタミド グレーシア

32 32 GS-オメガ/カッパHXTX- Hv1a
ペプチド

33 33 アシノナピル アシノナピル ダニオーテ

神経作用
34 34 フロメトキン フロメトキン ファインセーブ

ミトコンドリア電子伝達系複合体III阻害剤
―Qiサイト
エネルギー代謝
ＵＮ アザジラクチン

ベンゾキシメート
ブロモプロピレート
キノメチオナート キノキサリン系(キノメチオナート) モレスタン
ジコホル
ピリダリル ピリダリル プレオ
硫黄 硫黄 硫黄
石灰硫黄合剤 石灰硫黄合剤 石灰硫黄合剤
マンゼブ マンゼブ ジマンダイセン、ペンコゼブ

(2021年9月現在)     

CHS1に作用するキチン生合成阻害剤

ニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）アロス
テリックモジュレーター - 部位Ⅱ
神経作用

カルシウム活性化カリウムチャネル(KCa2)モジュ
レーター

作用機構が不明あるいは不明確な剤

ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅰ阻害剤(METI)

23
アセチルCoAカルボキシラーゼ阻害剤

GABA作動性塩化物イオン(塩素イオン)チャネルア
ロステリックモジュレーター
神経作用

24
ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅳ阻害剤

25
ミトコンドリア電子伝達系複合体Ⅱ阻害剤

神経および筋肉 呼吸 中腸 未特定または非特異的生育および発達
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