
農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

ＢＰＭＣ (RS )-2-sec-ブチルフェニルメチルカーバメート

fenobucarb (RS )-2-sec-butylphenyl methylcarbamate

ＢＰＰＳ
2-(4-ターシャリーブチルフェノキシ)シクロヘキシル=プ
ロプ-2-イニルスルフィト

propargite 2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl prop-2-ynyl sulfite

ＤＥＰ
ジメチル-2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホ
ネート

trichlorfon dimethyl2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate

ＤＭＴＰ
S -2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアゾール
-3-イルメチル=O ,O -ジメチルホスホロジチオアート

methidathion
S -2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-
ylmethyl O ,O -dimethyl phosphoro dithioate

ＭＰＰ
O , O -ジメチル=O -4-メチルチオ-ｍ -トリルホスホロチ
オアート

fenthion
O ,O -dimethyl O -4-methylthio-m-tolyl
phosphorothioate

ＮＡＣ 1-ナフチルメチルカーバメート

carbaryl 1-naphthyl methylcarbamate

アセフェート O , S -ジメチル=アセチルホスホロアミドチオエート

acephate O ,S  - dimethyl acetylphosphoramidothioate

アミトラズ N ,N -ビス(2,4-キシリルイミノメチル)メチルアミン

amitraz N ,N -bis(2,4-XyLyliminomethyl)methylamine

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

(5)-1

(5)-2

(5)-5

(5)-6

(5)-9

(5)-10

(5)-12

(5)-13

1



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

エチルチオメトン
O ,O -ジエチル-S -2-（エチルチオ）エチルホスホロジチ
オアート

disulfoton O ,O -diethyl S -2-ethylthioethyl phosphorodithioate

クロルピリホス
O ,O -ジエチル-O -3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルホスホロ
チオエート

chlorpyrifos
O ,O -diethyl O -3,5,6-trichloro-2-pyridyl
phosphorothioate

クロルピリホスメチル
O ,O -ジメチル-O -3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルホスホロ
チオエート

chlorpyrifos-methyl
O ,O -dimethyl O -3,5,6-trichloro-2-pyridyl
phosphorothioate

テトラジホン 4-クロロフェニル－2,4,5－トリクロロフェニルスルホン

tetradifon 4- chloropheny 2,4,5-trichlorophenyl sulfone

メタアルデヒド 2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5,7-テトラオキサシクロオクタン

metaldehyde 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane

ピリミホスメチル
O -2-ジメチルアミノ-6-メチルピリミジン-4-イル-O,O -
ジメチルホスホロチオアート

pirimiphos-methyl
O -2-dimethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O ,O -
dimethyl phosphorothioate

プロチオホス
O -2,4-ジクロロフェニル-O -エチル-S -プロピルホスホ
ロジチオエート

prothiofos
O -2,4-dichloropheny-O -ethyl S -
propylphosphorodithioate

(5)-15

(5)-17

(5)-18

(5)-25

(5)-27

(5)-30

(5)-33
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

ホサロン
S -6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンズオキサゾール
-3-イルメチル=O ,O -ジエチルホスホロジチオアート

phosalone
S -6-chloro-2,3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethyl
O ,O -diethyl phosphorothiolothionate

マラソン ジエチル（ジメトキシチオホスホリルチオ）スクシナート

malathion diethyl(dimethoxythiophosphorylthio)succinate

メチルイソチオシアネート メチルイソチオシアナート

methyl isothiocyanate methyl isothiocyanate

メソミル
S -メチル-N -[(メチルカルバモイル)オキシ]チオアセトイ
ミデート

methomyl S -methyl N -(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate

リン化アルミニウム リン化アルミニウム

aluminium phosphide

ジメトエート
O ,O -ジメチル=S -メチルカルバモイルメチル=ホスホロ
ジチオアート

dimethoate
O ,O -dimethyl S -methylcarbamoylmethyl
phosphorodithioate

Ｄ－Ｄ 1,3-ジクロロプロペン

1,3–dichloropropene 1,3–dichloropropene

オキサミル
メチル-N '-N '-ジメチル-N -(メチルカルバモイルオキ
シ)-1-チオオキサムイミデート

oxamyl
methyl N ', N '-dimethyl-N-(methylcarbamoyloxy)-1-
thio-oxamimidate

(5)-45

(5)-48

(5)-34

(5)-36

(5)-38

(5)-39

(5)-41

(5)-42
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

カルボスルファン
2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル-(ジブチ
ルアミノチオ)メチルカーバマート

carbosulfan
2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl-
(dibutylaminothio)methylcarbamate

クロルピクリン トリクロロニトロメタン

chloropicrin trichloronitromethane

酒石酸モランテル
トランス-1,4,5,6-テトラヒドロ-1-メチル-2-〔2-(3-メチル-
2-チエニル)ビニル〕ピリミジン酒石酸塩

morantel tartrate
trans -1,4,5,6-tetahydro-1-methyl-2-［2-(3-methyl-2-
thienyl)vinyl］Pyrimidine tartrate

フルシトリネート
(RS )-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(S )-2-(4-ジフ
ルオロメトキシフェニル)-3 -メチルブチラート

flucythrinate
(RS )-α-cyano-3-phenoxybenzyl(S )-2-(4-
difluoromethoxyphenyl)- 3-methylbuthylate

プロフェノホス
O -4-ブロモ-2-クロロフェニル=O -エチル=S -プロピル=
ホスホロチオアート

profenofos
O -4-bromo-2-chlorophenyl O -ethyl S -propyl
phosphorothioate

シハロトリン
(RS )-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(Z )-
(1RS ,3RS )-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペニ
ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

cyhalothrin
(RS )-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z )-(1RS , 3RS )-3-
(2-chloro-3,3,3 trifluoropropenyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

(5)-49

(5)-50

(5)-51

(5)-53

(5)-54

(5)-56
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

シフルトリン
（RS ）-α-シアノ-4-フルオロ-3-フェノキシベンジル=
（1RS ,3RS ） -（1RS ,3SR ）-3-（2,2-ジクロロビニル）-
2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

cyfluthrin
(RS )-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl
(1RS ,3RS )-(1RS ,3SR )-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

ジフルベンズロン 1-(4-クロロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素

diflubenzuron 1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

テフルベンズロン
1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフル
オロベンゾイル)尿素

teflubenzuron
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-
difluorobenzoyl)urea

フルバリネート
(RS )-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=N -(2-クロロ-
α,α,α-トリフルオロ-p -トリル)-DL -バリナート

fluvalinate
(RS )-α-cyano-3-phenoxybenzyl N -(2-chloro-α,α,
α-trifluoro-p-tolyl)-DL -valinate

ＢＴ
バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結
晶毒素

Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis Spore and Protein Toxins

アクリナトリン

 (S )-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(Z )-(1R ,3S )-
2,2-ジメチル-3-[2-(2,2,2-トリフルオロ-1-トリフルオロメ
チルエトキシカルボニル)ビニル]シクロプロパンカルボ
キシラート

acrinathrin
 (S )-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z )-(1R ,3S )-2,2-
dimethyl-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl
ethoxycarbonyl)vinyl]cyclopropanecarboxylate

(5)-57

(5)-58

(5)-59

(5)-61

(5)-62

(5)-64
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

イミダクロプリド
1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N -ニトロイミダゾリジン
-2-イリデンアミン

imidacloprid
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N -nitroimidazolidin-2-
ylideneamine

エマメクチン安息香酸塩

エマメクチンB1a安息香酸塩：(10E ,14E ,16E ,22Z) -
(1R ,4S ,5'S ,6S ,6'R ,8R ,12S ,13S ,20R ,21R ,24S) -6'-
［(S) -sec-ブチル］-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テト
ラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ
［15.6.1.14,8.020,24］ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-
6-スピロ-2'-(5',6'-ジヒドロ-2'H -ピラン)-12-イル=2,6-
ジデオキシ-3-O- (2,4,6-トリデオキシ-3-O -メチル-4-メ
チルアミノ-α-L -lyxo-ヘキソピラノシル)-α-L -
arabino-ヘキソピラノシド=安息香酸

エマメクチンB1b安息香酸塩：(10E ,14E ,16E ,22Z) -
(1R ,4S ,5'S ,6S ,6'R ,8R ,12S ,13S ,20R ,21R ,24S) -21,24-
ジヒドロキシ-6'-イソプロピル-5',11,13,22-テトラメチル-
2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ
［15.6.1.14,8.020,24］ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-
6-スピロ-2'-(5',6'-ジヒドロ-2'H- ピラン)-12-イル=2,6-
ジデオキシ-3-O- メチル-4-O -(2,4,6-トリデオキシ-3-
O -メチルアミノ-α-L -lyxo-ヘキソピラノシル)-α-L -
arabino-ヘキソピラノシド=安息香酸

emamectin benzoate

(10E ,14E ,16E ,22Z )-
(1R ,4S ,5'S ,6S ,6'R ,8R ,12S ,13S ,20R ,21R ,24S )-6'[(S )-
sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5'11,13,22-tetramethyl-2-

oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H -
pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O(2,4,6-
trideoxy-3-O- methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-
hexopyrane=syl)-α-Larabino-hexopyranoside(90%)

(10E ,14E ,16E ,22Z )-
(1R ,4S ,5'S ,6S ,6'R ,8R ,12S ,13S ,20R ,21R ,24S )-21,24-
dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-

3,7,19-trioxatetracyclo［15.6.1.14,8.020,24］pentacosa-
10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6',-didhydro-2'H-
pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O -methyl-4-O -(2,4,6-
trideoxy-3-O -methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-
hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside(10%)

(5)-67

(5)-65
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

塩酸レバミゾール
（-）-(S )-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]
チアゾール塩酸塩

levamisol-hydrochloride
（-）-(S )-2,3,5,6-tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-
b]thiazolemonohydrochloride

カズサホス S ,S -ジ-sec-ブチル=O -エチル=ホスホロジチオアート

cadusafos S ,S -di-sec-buthyl O -ethyl phosphorodithioate

 シラフルオフェン
4-エトキシフェニル[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニ
ル)プロピル]ジメチルシラン

silafluofen
4-ethoxyphenyl[3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)
propyl]dimethylsilane

スピノサド

(2R ,3aS ,5aR ,5bS ,9S ,13S ,14R ,16aS ,16bR )-2-(6-デオ
キシ-2,3,4-トリ-O -メチル-α-L-マンノピラノシルオキ
シ)-13-(4-ジメチルアミノ-2,3,4,6-テトラデオキシ-β-
D-エリスロピラノシルオキシ)-9-エチル-
2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-ヘキサデカ
ヒドロ-14-メチル-1H -8-オキサシクロドデカ[b]as -イン
ダセン-7,15-ジオン （スピノシンＡ）　及び
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-デオキ
シ-2,3,4-トリ-o-メチル-a-L-マンノピラノシルオキシ)-
13-(4-ジメチルアミノ-2,3,4,6-テトラデオキシ-β-D-エリ
スロピラノシルオキシ)-9-エチル-
2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-ヘキサデカ
ヒドロ-4,14-ジメチル－1Ｈ －8－オキサシクロドデカ［b］
as-インダセン-7,15-ジオン（スピノシンＤ）

spinosad

[2R ,3aS ,5aR ,5bS ,9S ,13S ,14R ,16aS ,16bR )-2-(6-
deoxy-2,3,4-tri-O -methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-
13-(4-dimethylamino-2,3,4,6 -tetradeoxy-β-D-
erythropyranosyloxy)-9-ethyl-
2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-
hexadecahydro-14-methyl-1H -8-oxacyclododeca[b ］
as -indacene-7,15-dione　　and
(2R ,3aR ,5aS ,5bS ,9S ,13S ,14R ,16aS ,16bR )-2-(6-
deoxy-2,3,4-tri-O -methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-
13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-
erythropyranosyloxy)-9-ethyl-
2,3,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-
hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H -8-oxacyclododeca
［b ］as -indacene-7,15-dione

(5)-68

(5)-69

(5)-72

(5)-74
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

チアメトキサム
3-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-5-メチル-
1,3,5-オキサジアジナン-4-イリデン(ニトロ)アミン

thiamethoxam
3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-
oxadiazinan-4-ylidene(nitro)amine

チオジカルブ
3,7,9,13-テトラメチル-5,11-ジオキサ-2,8,14-トリチア-
4,7,9,12-テトラアザペンタデカ-3,12-ジエン-6,10-ジオン

thiodicarb
3,7,9,13-tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-
4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione

テフルトリン
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンゼン=(z)-
(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エ
ニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

tefluthrin
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl(z)-(1RS,3RS)-3-(2-
chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

ビフェントリン
2-メチルビフェニル-3-イルメチル=(Z)-(1RS,3RS)-3-
(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)-2,2-ジメ
チルシクロプロパンカルボキシラート

bifenthrin
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-
chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate

ピメトロジン
(E )-4,5-ジヒドロ-6-メチル-4-(3-ピリジルメチレンアミ
ノ)-1,2,4-トリアジン-3(2H )-オン

pymetrozine
(E )-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-
pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H )-one

フィプロニル
(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-
p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾー
ル-3-カルボニトリル

fipronil
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-
tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

(5)-75

(5)-76

(5)-77

(5)-79

(5)-80

(5)-81
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

フルフェノクスロン
1-[4-(2-クロロ-α､α､α-トリフルオロ-p-トリルオキ
シ)-2-フルオロフェニル］-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)
尿素

flufenoxuron
1-[4-(2-chloro-α､α､α-trifuluoro-p-tolyloxy)-2-
fluorophenyl］-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

ルフェヌロン
(RS )-1-[2,5-ジクロロ-4-(1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプ
ロポキシ)フェニル]-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)ウレ
ア

lufenuron
(RS )-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-
hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

イソキサチオン
O ,O -ジエチル-O -(5-フェニル-3-イソキサゾリル)ホス
ホロチオエート

isoxathion
O ,O -diethyl-O -(5-phenyl-3-
isoxazolyl)phosphorothioate

エチプロール
5-アミノ-1-(2, 6-ジクロロ-α, α, α-トリフルオロ-p -ト
リル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリ
ル

ethiprole
5-amino-1-(2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p -tolyl)-
4-ethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

カーバムナトリウム塩  ナトリウム＝メチルジチオカーバメート

metam sodium sodium N-methyldithiocarbamate

カルタップ S,S'-2-ジメチルアミノトリメチレンビス(チオカルバマート)

cartap S,S'-2-dimethylaminotrimethylene bis(thiocarbamate)

クロルフルアズロン
1-[3,5-ジクロロ-4-（3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-
ピリジルオキシ）フェニル]-3-（2,6-ジフルオロベンゾイ
ル）尿素

chlorfluazuron
1-[3,5-dichloro-4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-
pyridyloxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

(5)-86

(5)-82

(5)-83

(5)-88

(5)-89

(5)-90

(5)-92

9



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

スピロジクロフェン
3-(2, 4-ジクロロフェニル)-2-オキソ-1-オキサスピロ[4.
5]デカ-3-エン-4-イル=2, 2-ジメチルブチラート

spirodiclofen
3-(2, 4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4. 5]dec-3-
en-4-yl 2, 2-dimethylbutyrate

スピロメシフェン
3-メシチル-2-オキソ-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-
4-イル=3,3-ジメチルブチラート

spiromesifen
3-mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 3,3-
dimethylbutyrate

チアクロプリド
3-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-1, 3-チアゾリジン-2-イ
リデンシアナミド

thiacloprid
3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1, 3-thiazolidin-2-
ylidenecyanamide

チオシクラム N, N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-イルアミン

thiocyclam N, N-dimethyl-1,2,3-trithian-5-ylamine

テブフェノジド
N-tert-ブチル-N'-(4-エチルベンゾイル)-3,5-ジメチル
ベンゾヒドラジド

mimic, confirm
N-tert-butyl-N’(4-ethylbenzoyl)-3,5-
dimetylbenzohydrazide

ネマデクチン

(2aE,4E,4'S,5'S,6R,6'S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,2
0bS)-6'-[(E)-1,3-ジメチル-1-ブテニル]-
3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-テトラデカヒドロ
-4',20,20b-トリヒドロキシ-5',6,8,19-テトラメチルスピロ
[11,15-メタノ-2H,13H,17H-フロ[4,3,2-pq][2,6]ベンゾジ
オキサシクロオクタデシン-13,2'-[2H]-ピラン]-17-オン

nemadectin

（2aE,4E,4'S,5'S,6R,6'S,8E,11R,13R,15S,17aR,20R,20aR,2
0bS)-6'-[（E)-1,3-dimethyl-1-butenyl]-
3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-
tetradecahydro-4',20,20b-trihydroxy-5',6,8,19-
tetramethylspiro[11,15-methano-2H,13H,17H-
furo[4,3,2-ｐｑ][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-
[2H]-pyran]-17-one

(5)-95

(5)-96

(5)-97

(5)-98

(5)-99

(5)-100

10



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

ノバルロン
(RS)-1-［3-クロロ-4-(1,1,2-トリフルオロ-2-トリフルオロ
メトキシエトキシ)フェニル］-3-(2,6-ジフルオロベンゾイ
ル)ウレア

novaluron
(RS)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-
trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-
difluorobenzoyl)urea

ビフェナゼート
イソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル）ヒドラジ
ノホルマート

bifenazate isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

ピリミジフェン
5-クロロ-Ｎ-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェ
ノキシ]エチル]-6-エチルピリミジン-4-アミン

pyrimidifen
5-chloro-N -[2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-
dimethylphenoxy]ethyl]-6-ethylpyrimidin-4-amine

フェンプロパトリン
(RS)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメ
チルシクロプロパンカルボキシラート

fenpropathrin
(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-
tetramethylcyclopropanecarboxylate

フロニカミド N-シアノメチル-4-（トリフルオロメチル）ニコチンアミド

flonicamid N -cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

フェンピロキシメート
tert-ブチル＝(E)-α-(1，3-ジメチル-5-フェノキシピラ
ゾール-4-イルメチレンアミノオキシ)-p-トルアート

fenpyroximate
tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-
ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

ブプロフェジン
2-ターシャリーブチルイミノ-3-イソプロピル-5-フェニル
-3,4,5,6-テトラヒドロ-2H-1,3,5-チアジアジン-4-オン

buprofezin
2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenylperhydro-
1,3,5-thiadiazine-4-one

(5)-102

(5)-103

(5)-104

(5)-105

(5)-101

(5)-107

(5)-108

11



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

メトキシフェノジド
N-tert-ブチル-N'-(３-メトキシ-o-トルオイル)-3,5-キシ
ロヒドラジド

methoxyfenozide
N-tert-butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-
xylohydrazide

レピメクチン

レピメクチン
L.A3･･･(10E,14E,16E)-
(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒ
ドロキシ- 5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,719-
トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-
10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-
12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート

レピメクチン
L.A4･･･(10E,14E,16E)-
(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-
21,24-ジヒドロキシ- 5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-

3,719-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ
-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン
-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート

lepimectin

 lepimectin L.A3･･･(10E,14E,16E)-
(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-
dihydroxy- 5',6',11,13,22-pentamethyl-2-oxo-3,7,19-

trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-12-
yl(Z)-2-methoxyimino-2-phenylacetate
lepimectinL.A4･･･(10E,14E,16E)-
(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-ethyl-
21,24-dihydroxy- 5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-
3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-tetrahydropyran-12-
yl(Z)-2-methoxyimino-2-phenylacetate

イサエアヒメコバチ イサエアヒメコバチ成虫（羽化成虫）

Diglyphus isaea Diglyphus isaea

オンシツツヤコバチ オンシツツヤコバチ羽化雌成虫

Encarsia formosa Encarsia formosa

(5)-110

(5)-111

(5)-112

(5)-113

12



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

サバクツヤコバチ サバクツヤコバチ羽化成虫

Eretmocerus eremicus Eretmocerus eremicus

酸化フェンブタスズ ヘキサキス(β,β-ジメチルフェネチル)ジスタンノキサン

fenbutatin oxide hexakis(β,β-dimethylphenethyl)distannoxane

チリカブリダニ チリカブリダニ成虫

Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis

ニテンピラム
（E)-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-エチル-N'-メチ
ル-2-ニトロビニリデンジアミン

nitempyram
(E)-N-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-
2-nitrovinylidenediamine

ミヤコカブリダニ ミヤコカブリダニ成虫及び若虫

Amblyseius californicus Amblyseius californicus

ＥＰＮ エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート

ＥＰＮ O -ethyl O -4-nitrophenyl phenylphosphonothioate

インドキサカルブ

メチル=(S)-N-[7-クロロ-2,3,4a,5-テトラヒドロ-4a-(メト
キシカルボニル)インデノ[1,2-e][1,3,4]オキサジアジン-
2-イルカルボニル]-4'-(トリフルオロメトキシ)カルバニ
ラート

indoxacarb
methyl (S )-N -[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-
(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e ][1,3,4]oxadiazin-2-
ylcarbonyl]-4’-(trifluoromethoxy)carbanilate

クロラントラニリプロール
3-ブロモ-N-[4-クロロ-2-メチル-6-(メチルカルバモイ
ル)フェニル]-1-(3-クロロピリジン-2-イル)-1H-ピラゾー
ル-5-カルボキサミド

chlorantraniliprole
3-bromo-N -[4-chloro-2-methyl-6-
(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-
1H -pyrazole-5-carboxamide

(5)-119

(5)-120

(5)-121

(5)-115

(5)-116

(5)-117

(5)-118

(5)-114

13



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺虫剤）－（5）

整理番号

スピネトラム

(1S ,2R ,5R ,7R ,9R ,10S ,14R ,15S ,19S )-7-(6-デオキシ-
3-O -エチル-2,4-ジ-O -メチル-α-L -マンノピラノシル
オキシ)-15-[(2R ,5S ,6R )-5-(ジメチルアミノ)テトラヒドロ
-6-メチルピラン-2-イルオキシ]-19-エチル-14-メチル-

20-オキサテトラシクロ[10.10.0.02,10.05,9]ドコサ-11-エン-
13,21-ジオン(別名:スピネトラム-J)及び
(1S ,2S ,5R ,7S ,9S ,10S ,14R ,15S ,19S )-7-(6-デオキシ-
3-O -エチル-2,4-ジ-O -メチル-α-L -マンノピラノシル
オキシ)-15-[(2R ,5S ,6R )-5-(ジメチルアミノ)テトラヒドロ
-6-メチルピラン-2-イルオキシ]-19-エチル-4,14-ジメ

チル-20-オキサテトラシクロ[10.10.0.02,10.05,9]ドコサ-
3,11-ジエン-13,21-ジオン(別名:スピネトラム-L)

spinetoram

(1S ,2R ,5R ,7R ,9R ,10S ,14R ,15S ,19S )-7-(6-deoxy-3-
O -ethyl-2,4-di-O -methyl-α-L -mannopyranosyloxy)-
15-[(2R ,5S ,6R )-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-
methylpyran-2-yloxy]-19-ethyl-14-methyl-20-

oxatetracyclo[10.10.0.02,10.05,9]docos-11-ene-13,21-
dione　and
(1S ,2S ,5R ,7S ,9S ,10S ,14R ,15S ,19S )-7-(6-deoxy-3-
O -ethyl-2,4-di-O -methyl-α-L -mannopyranosyloxy)-
15-[(2R ,5S ,6R )-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-
methylpyran-2-yloxy]-19-ethyl-4,14-dimethyl-20-

oxatetracyclo[10.10.0.02,10.05,9]docosa-3,11-diene-
13,21-dione

(5)-122

14



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

エクロメゾール
エチル=3-トリクロロメチル-1,2,4-チアジアゾール-5-イル=
エーテル

etridiazole ethyl 3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl ether

キャプタン
N -(トリクロロメチルチオ)シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボ
キシミド

captan N -(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide

ジチアノン
5,10-ジヒドロ-5,10-ジオキソナフト[2,3-b]-1,4-ジチイン-2,3-
ジカルボニトリル

dithianon
5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-
dicarbonitrile

ストレプトマイシン ストレプトマイシン

streptomycin

1,1'-[1-L -(1,3,5/2,4,6)-4-[5-deoxy-2-O-(2-deoxy-2-
methylamino-α-L -glucopyranosyl)-3-C-formyl-α-L -
lyxofuranosyloxy]-2,5,6-trihydroxycyclohex-1,3-
ylene]diguanidine

塩基性硫酸銅

tetracopper hexahydroxide sulfate
銅剤

塩基性塩化銅

dicopper trihydroxide chloride

ベノミル
メチル=1-(ブチルカルバモイル)ベンゾイミダゾール-2-イル
カーバメート

benomyl methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-yl carbamate

マンゼブ
亜鉛イオン配位マンガニーズエチレンビスジチオカーバメー
ト

mancozeb
manganese ethylenebis(dithiocarbamate)(polymeric)complex
with zinc salt

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

(6)-6

(6)-7

(6)-8

(6)-11

(6)-16

(6)-19

(6)-20

15



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

マンネブ マンガニーズエチレンビスジチオカーバメート

maneb manganese ethylenebis(dithiocarbamate)

イプロジオン
3 -(3,5-ジクロロフェニル)-N -イソプロピル-2,4-ジオキソイミ
ダゾリジン-1-カルボキシアミド

iprodione
3-(3,5-dichlorophenyl)-N -isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-
1-carboxamide

クロロネブ 1,4-ジクロロ-2,5-ジメトキシベンゼン

chloroneb 1,4-dichloro-2,5-dimethoxybenzene

ダゾメット 3,5‐ジメチルテトラヒドロ-2H-1,3,5‐チジアジナン‐2‐チオン

dazomet tetrahydro-3,5-dimethyl‐1,3,5‐thiadiazinane-2-thione

トリアジメホン
1-(4-クロロフェノキシ)-3,3-ジメチル-1-(1H -1,2,4-トリア
ゾール-1-イル)-2-ブタン-2-オン

triadimefon
1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H -1,2,4-triazol-1-
yl)butan-2-one

ビテルタノール
all-rac-1-(ビフェニル-4-イルオキシ)-3,3-ジメチル-1-(1H -
1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オール

bitertanol
all-rac-1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1H -1,2,4-
triazol-1-yl)butan-2-ol

ピロキロン 1,2,5,6-テトラヒドロピロロ[3,2,1-ij]キノリン-4-オン

pyroquilon 1,2,5,6-tetrahydropyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-4-one

ペンシクロン 1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素

pencycuron 1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea

(6)-33

(6)-35

(6)-21

(6)-23

(6)-29

(6)-30

(6)-31

(6)-32
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

ホセチル アルミニウム=エチルヒドロゲンホスフェート

fosethyl-aluminium aluminium ethylhydrogenphosphonate

メタラキシル
メチル=N -(2-メトキシアセチル)-N -(2,6-キシリル)-DL-アラ
ニナート

metalaxyl methyl N -(2-methoxyacetyl)-N -(2,6-xylyl)-DL-alaninate

フェナリモル
2,4'-ジクロロ-α-(ピリミジン-5-イル)ベンズヒドリル=アル
コール

fenarimol 2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl)benzhydryl alcohol

フルアジナム
3‐クロロ‐N ‐(3‐クロロ‐5‐トリフルオロメチル‐2‐ピリジル)‐
α,α,α‐トリフルオロ‐2,6‐ジニトロ-p ‐トルイジン

fluazinam
3‐chloro‐N ‐(3‐chloro‐5‐trifluoromethyl‐2‐pyridyl)‐α,α,
α‐trifluoro‐2,6‐dinitro‐p ‐toluidine

プロクロラズ
N -プロピル-N -［2-(2,4,6-トリクロロフェニキシ)エチル］イミ
ダゾール-1-カルボキシアミド

ｐｒｏｃｈｌｏｒａｚ
N -propyl-N -［2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl］imidazole-1-
carboxamido

プロパモカルブ塩酸塩 プロピル=3-(ジメチルアミノ)プロピルカルバマート塩酸塩

propamocarb propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride

ミクロブタニル
2-p-クロロフェニル-2-(1H -1,2,4-トリアゾール-1-イルメチ
ル)ヘキサンニトリル

myclobutanil
2-p-chlorophenyl-2-(1H -1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)hexanenitrile

(6)-36

(6)-37

(6)-39

(6)-40

(6)-41

(6)-42

(6)-44

17



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

ヘキサコナゾール
(RS )-2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H -1,2,4-トリアゾール-1
-イル)ヘキサン-2-オール

hexaconazole
(RS )-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H -1,2,4-triazol-1-
yl)hexan-2-ol

プロピコナゾール
(±)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソ
ラン-2-イルメチル]-1H -1,2,4-トリアゾール

propiconazole
(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-
ylmethyl]- 1H -1,2,4-triazole

アゾキシストロビン
メチル=(E)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ）ピリミジン-4-イルオ
キシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート

azoxystrobin
methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidine-4-
yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

カルプロパミド
(1RS ,3SR )-2,2-ジクロロ-N -[1-(4-クロロフェニル)エチル]-
1-エチル-3-メチルシクロプロパンカルボキサミド

carpropamid
(1RS ,3SR )-2,2-dichloro-N -[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-
ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide

ジフェノコナゾール
cis-trans-3-クロロ-4-[4-メチル-2-(1H -1,2,4-トリアゾール-
1-イルメチル）-1,3-ジオキソラン-2-イル]フェニル=4-クロロ
フェニル=エーテル

difenoconazole
cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H -1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

シプロコナゾール
(2RS ,3RS ；2RS ,3SR )-2-(4-クロロフェニル)-3-シクロプロピ
ル-1-(1H -1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オール

cyproconazole
(2RS ,3RS ;2RS ,3SR )-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-
(1H -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

シプロジニル 4-シクロプロピル-6-メチル-Ｎ- フェニルピリミジン-2-アミン

cyprodinil 4-cyclopropyl-6-methyl-N -phenylpyrimidin-2-amine

(6)-45

(6)-46

(6)-48

(6)-49

(6)-50

(6)-51

(6)-52

18



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

ジメトモルフ
(E,Z )-4-[3-(4-クロロフェニル)-3-(3,4-ジメトキシフェニル)ア
クリロイル]モルホリン

dimethomorph
(E,Z )-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)
acryloyl]morpholine

シモキサニル
trans-1-(2-シアノ-2-メトキシイミノアセチル)-3-エチルウレ
ア

cymoxanil trans-1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

テブコナゾール
(RS) -1-p -クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H -1,2,4-トリア
ゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール

tebuconazole
(RS) -1-p -chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H -1,2,4-triazol-
1-ylmethyl)pentan-3-ol

トリホリン 1,4-ビスｰ(2,2,2-トリクロロｰ1-ホルムアミドエチル)ピペラジン

triforine 1,4-bis ｰ(2,2,2-trichloroｰ1-formamidoethyl)piperadine

フェンヘキサミド
N -(2,3-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルシクロヘキ
サンカルボキサミド

fenhexamid
N -(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-
methylcychlohexanecarboxamide

フルジオキソニル
4-(2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル)
ピロール-3-カルボニトリル

fludioxonil 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile

ＴＰＮ テトラクロロイソフタロニトリル

chlorothalonil tetrachloroisophthalonitrile

(6)-53

(6)-54

(6)-55

(6)-56

(6)-59

(6)-60

(6)-62
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

オキスポコナゾールフ
マル酸塩

ビス[(RS)-1-{2-[3-(4-クロロフェニル)プロピル]-2,4,4-トリメ
チル-1,3-オキサゾリジン-3-イルカルボニル}=イミダゾリウ
ム]フマラート

oxpoconazole fumarate
bis[(RS)-1-{2-[3-(4-chlorophenyl)propyl]-2,4,4-trimethyl-
1,3-oxazolidin-3-ylcarbonyl}imidazolium] fumarate

オリサストロビン
(2E)-2-(メトキシイミノ)-2-{2-[(3E,5E,6E)-5-(メトキシイミノ)-
4,6-ジメチル-2,8-ジオキサ-3,7-ジアザノナ-3,6-ジエン-1-イ
ル]フェニル}-N-メチルアセトアミド

Orysastrobin
(2E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-
4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-
yl]phenyl}-N-methylacetamide

カスガマイシン カスガマイシン一塩酸塩

kasugamycin
1L -1,3,4/2,5,6-1-deoxy-2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl
2-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-4-(α-iminoglycino)-α-D -
arabino-hexopyranoside hydrochloride hydrate

シアゾファミド
4-クロロ-2-シアノ-N,N-ジメチル-5-p-トリルイミダゾール-
1-スルホンアミド

cyazofamid
4-chloro-2-cyano-N,N-dimethyl-5-p-tolylimidazole-1-
sulfonamide

シメコナゾール
(RS)-2-(4-フルオロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-
イル)-3-トリメチルシリルプロパン-2-オール

simeconazole
(RS )-2-(4-fluorophenyl)-1-(1H -1,2,4-triazol-1-yl)-3-
trimethylsilylpropan-2-ol

水酸化第二銅 水酸化第二銅

copper hydroxide copper(II) hydroxide

(6)-64

(6)-65

(6)-67

(6)-68

(6)-69

(6)-70
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

テトラコナゾール
(±)-2-(2,4-ジクロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-
イル)プロピル=1,1,2,2-テトラフルオロエチル=エーテル

tetraconazole
(±)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl
1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether

トリフロキシストロビン
メチル=(E )-メトキシイミノ-{(E )-α-[1-(α, α, α-トリフルオ
ロ-m -トリル)エチリデンアミノオキシ]-o -トリル}アセタート

trifloxystrobin
methyl (E )-methoxyimino-{(E )-α-[1-(α, α, α-trifluoro-
m -tolyl)ethylideneaminooxy]-o -tolyl}acetate

バチルス・ズブチリス バチルス･ズブチリスの生芽胞

Bacillus subtilis Bacillus subtilis  Spore

バリダマイシン　A

1L-(1,3,4/2,6)-2,3-ジヒドロキシ-6-ヒドロキシメチル-4-
[（1S,4R,5R,6S)-4,5,6-トリヒドロキシ-3-ヒドロキシメチルシク
ロヘキシ-2-エニルアミノ]シクロヘキシル-β-Ｄ-グルコピラ
ノシド

Validamycin　A

1L-(1,3,4/2,6)-2,3-dihydoroxy-6-hydroxymethyl-4-
[（1S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-
hydroxymethylcyclohexy-2-enilamino]cyclohexyl-β-Ｄ-
glucopyranoside

ペンチオピラド
(RS)-N-［2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル］-1-メチル-3-
(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド

penthiopyrad
(RS)-N-［2-(1,3-dimethylbuthyl)-3-thienyl］-1-methyl-3-
(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide

(6)-73

(6)-74

(6)-75

(6)-72

(6)-76
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

フェノキサニル

混合物 85% (R)-N-[(RS)-1-シアノ-1,2-ジメチルプロピル]-
2-(2,4-ジクロロフェノキシ)プロピオンアミド
15% (S)-N-[(RS)-1-シアノ-1,2-ジメチルプロピル]-2-(2,4-ジ
クロロフェノキシ)プロピオンアミド

fenoxanil

mixture of 85% (R)-N-[(RS)-1-cyano-1,2-dimethylpropyl]-
2-(2,4-dichlorophenoxy)propionamide and15% (S)-N-[(RS)-
1-cyano-1,2-dimethylpropyl]-2-(2,4-
dichlorophenoxy)propionamide

プロベナゾール 3-アリルオキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-1,1-ジオキシド

probenazole 3-allyloxy-1,2-benz[Z]isothiazole 1,1-dioxide

メトコナゾール
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-クロロベンジル)-2,2-ジメチル-1-
(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)シクロペンタノール

metconazole
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

イソチアニル 3,4-ジクロロ-2'-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド

isotianil 3,4-dichloro-2'-cyano-1,2-thiazole-5-carboxianilide

イソプロチオラン ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート

isoprothiorane diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate

チフルザミド
2',6'-ジブロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフル
オロメチル-1,3-チアゾール-5-カルボキスアニリド

thifluzamide
2',6'-dibromo-2-methyl-4'-trifluoromethoxy-4-
trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide

トリシクラゾール 5-メチル-1,2,4-トリアゾロ[3,4-b]ベンゾチアゾール

tricyclazole 5-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole

(6)-77

(6)-79

(6)-80

(6)-81

(6)-82

(6)-83

(6)-84
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（殺菌剤）－（6）

整理番号

フェンブコナゾール
4-(4-クロロフェニル）-2-フェニル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール
-1-イルメチル)ブチロニトリル

fenbuconazole
4-(4-chlorophenyl）-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-
ylmethyl)butyronitrile

フルオピコリド
2,6-ジクロロ-N-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル）-2-ピリジ
ルメチル]ベンズアミド

fluopicolide
2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl）-2-
pyridylmethyl]benzamide

クレソキシムメチル
メチル=(E )-2-メトキシイミノ[α-(o -トリルオキシ)-o -トリル]
アセタート

kresoxim-methyl
methyl (E )-2-methoxyimino-2-[o -
(tolyloxymethyl)phenyl]acetate

フサライド 4,5,6,7-テトラクロロフタリド

phthalide 4,5,6,7-tetrachlorophthalide

メタラキシルＭ
メチル=N -(メトキシアセチル)-N -(2，6-キシリル)-D -アラニ
ナート

metalaxyl-M methyl N -(methoxyacetyl)-N -(2,6-xylyl)-D -alaninate

(６)－８７

(６)－８９

(６)－９１

(6)-85

(6)-86
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

CAT 2-クロロ-4,6-ビス（エチルアミノ）-1,3,5-トリアジン

simazine 2-chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine

DBN 2,6-ジクロロベンゾニトリル

dichlobenil 2,6-dichloro benzonitrile

DCMU 3-（3,4ジクロロフェニル）-1,1-ジメチル尿素

diuron 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

ターバシル 3-ターシャリブチル-5-クロロ-6-メチルウラシル

terbacil 3-tert -buthyl-5-chloro-6-methyl-uracil

MCPA 4-クロロ-o-トリルオキシ酢酸

MCPA 4-chloro-o-tolyloxyacetic acid

MCPP (±)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸

mecoprop (±)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid

ＭＤＢＡ 3,6-ジクロロ-o-アニス酸

dicamba 3,6-dichloro-o-anisic acid

PAC 5-アミノ-4-クロロ-2-フェニルピリダジン-3(2H)-オン

chloridazon 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

アイオキシニル 4-ヒドロキシ-3,5-ジ-ヨードベンゾニトリル

ioxynil 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile

アトラジン 2-クロル-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン

atrazin 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine

(7)-21

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

(7)-2

(7)-3

(7)-4

(7)-5

(7)-11

(7)-12

(7)-13

(7)-15

(7)-20
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

アラクロール 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N -メトキシメチルアセトアニリド

alachlor 2-chloro-2',6'-diethyl-N -methoxymethyl acetanilide

ジクワット 9,10-ジヒドロ-8a,10a-ジアゾニアフェナントレンイオン

diquat 9,10-dihydro-8a,10a-diazonia phenanthrene ion

シメトリン 2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン

simetryn 2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine

トリフルラリン
α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-N ,N -ジプロピル-パラ-トルイ
ジン

trifluralin α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N ,N -dipropyl-p-toluidine

フェンメディファム メチル=3-(3-メチルカルボニロイルオキシ)カルバニルアート

phenmedipham methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate

ブタクロール N -ブトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド

butachlor N -butixymethlyl-2-chloro-2',6'-diethyl acetanilide

プロピザミド 3,5-ジクロロ-N -(1,1-ジメチルプロピニル)ベンズアミド

propyzamide 3,5-dichloro-N -(1,1-dimethylpropynyl)benzamide

ブロマシル 5-ブロム-3-セコンダリーブチル-6-メチルウラシル

bromacil 5-bromo-3-sec -butyl-6-methyluracil

プロメトリン 2-メチルチオ-4,6-ビス(イソプロピルアミノ)-S -トリアジン

prometryn 2,4-bis(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine

(7)-37

(7)-39

(7)-40

(7)ｰ41

(7)-24

(7)-26

(7)-30

(7)-31

(7)-36
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ベスロジン
N -ブチル-N -エチル-α, α, α-トリフルオロ-2,6ジニトロ-パラ-ト
ルイジン

benfluralin N -butyl-N -ethyl-α, α, α- trifluoro-2,6dinitro -p-toluidine

ベンタゾン
3-イソプロピル-1H -2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3H )-オン-2,2-ジ
オキシド

bentazone 3-isopropyl-1H -2,1,3-benzotiadiazin-4(3H )-one-2,2-dioxide

リニュロン 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素

linuron 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

パラコート 1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジリウム

paraquat 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridirium

シアナジン
2-（4-クロロ-6-エチル アミノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ）2-メ
チルプロピオニトリル

cyanazine
2-(4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-trazin-2-ylamino)-2-
methylpropionitrile

グリホサートイソプロピル
アミン塩

イソプロピルアンモニウム　N  -(ホスホノメチル)グリシナート

glyphosate
isopropylammonium

isopropylammonium N -(phosphonomethyl)glycine

グルホシネート DL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスホン酸

glufosinate DL-homoalanin-4-yl(methy)phosphinic acid

プレチラクロール 2-クロロ-2',6'-ジエチル-N -(2-プロポキシエチル)アセトアニリド

pretilachlor 2-chloro-2',6'-diethyl-N -(2-propoxyethyl)acetanilide

(7)-42

(7)-43

(7)-44

(7)-46

(7)-50

(7)-51

(7)-52

(7)-54
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ペンディメタリン N -(1エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン

pendimethalin N -(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

メトラクロール
2-クロロ-6'-エチル-N -(2-メトキシ-1-メチルエチル)アセト-o-トル
イジド

metolachlor 2-chloro-6'-ethyl-N -(2-methoxy-1-methylethyl)acet-o-toluidide

メフェナセット 2-ベンゾチアゾール-2-イルオキシ-N -メチルアセトアニリド

mefenacet 2-benzothiazol-2-yloxy-N -methylacetanilide

メトリブジン
4-アミノ-6-ターシャリーブチル-3-(メチルチオ)-1,2,4-トリアジン-
5(4H )-オン

metribuzin 4-amino-6-tert -butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H )-one

トリクロピル 3,5,6,-トリクロロ-2-ピリジルオキシ酢酸

triclopyr 3,5,6,-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid

２，４－ＰＡ 2,4-ジクロルフェノキシ酢酸

2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid

モリネート S -エチル=ペルヒドロアゼピン-1-カルボチオアート

molinate S -ethyl perhydroazepin-1-carbothioate

イマザピル
(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリン-2-イ
ル)ニコチン酸

imazapyr
(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic
acid

(7)-59

(7)-60

(7)-61

(7)-55

(7)-57

(7)-58

(7)-66

(7)-67
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

グルホシネートアンモニウ
ム塩

アンモニウム=DL-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート

glufosinate-ammonium ammonium DL-homoalanin-4-yl(methy)phosphinate

ジチオピル
S , S '-ジメチル＝2-ジフルオロメチル-4-イソブチル-6-トリフルオ
ロメチルピリジン-3,5-ジカルボチオアート

dithiopyr
S ,S '-dimethyl-2-difruoromethyl-4-isobutyl-6-trifruoromethyl
pyridine-3,5-dicarbo thioate

テブチウロン
1-(5-tert -ブチル-1,3,4チアジアゾール-2-イル)-1,3-ジメチル尿
素

tebuthiuron 1-(5-tert -buthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea

アジムスルフロン
1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-［1-メチル-4-(2-メチル-
2H-テトラゾール-5-イル)ピラゾール-5-イルスルホニル］尿素

azimsulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidine-2-yl)-3-［1-methyl-4-(2-methyl-2H-
tetrazole-5-yl)pyrazole-5-ylsulfonyl］urea

イソキサベン
N -[3-(1-エチル-1-メチルプロピル)イソキサゾール-5-イル]-2,6-
ジメトキシベンズアミド

isoxaben
(N -[3-(1-ethyl-1-methylpropyl) isoxazol-5-yl]-2,6-
dimethoxybenzamide)

エトキシスルフロン
1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-3-(2-エトキシフェノキシスル
ホニル)尿素

ethoxysulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-
ethoxyphenoxysulfonyl)urea

エトベンザニド 2',3'-ジクロロ-4-エトキシメトキシベンズアニリド

etobenzanid 2',3'-dichloro-4-ethoxymethoxybenzanilide

(7)-69

(7)-71

(7)-72

(7)-75

(7)-76

(7)-77

(7)-78
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

オキサジクロメホン
3-［1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル］-3,4-ジヒドロ-6-メ
チル-5-フェニル-2H -1,3-オキサジン-4-オン

oxaziclomefone
3-[1-(3,5-dichlorophenyl)-1-methylethyl]-3,4-dihydro-6-methyl-
5-phenyl-2H -1,3-oxazin-4-one

カルフェントラゾンエチル
(RS)-エチル=2-クロロ-3-［2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル-4,5-
ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フ
ルオロフェニル］プロピオナート

carfentrazone-ethyl
(RS)-ethyl 2-chloro-3-［2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-
dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl］
propinate

ジフルフェニカン
2',4'-ジフルオロ-2-(α,α,α-トリフルオロ-m-トリルオキシ) ニコ
チンアニリド

diflufenican 2',4'-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

デスメディファム エチル=3-フェニルカルバモイルオキシカルバニラート

desmedipham ethyl 3-phenylcarbamoyloxycarbanilate

プロジアミン
5-ジプロピルアミノ-α,α,α-トリフルオロ-4,6-ジニトロ-ο-トルイ
ジン

prodiamine 5-dipropylamino-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-ο-toluidine

フロラスラム
2',4,6'-トリフルオロ-7-メトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]　ピリミジン-
2-スルホンアニリド

florasuram
(2',4,6'-trifluoro-7-methoxy[1,2,4]triazolo-[1,5-c] pyrimidine-2-
sulfonanilide)

ベンスルフロンメチル
メチル=α-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファ
モイル)-o-トルアート

bensulfuron-methyl
methyl α-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-o-
toluate

(7)-87

(7)-88

(7)-79

(7)-81

(7)-82

(7)-85

(7)-89
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ベンフレセート
2,3-ジヒドロ-3,3-ジメチルベンゾフラン-5-イル=エタンスルホナー
ト

benfuresate 2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl ethane sulfonate

イソウロン
3-(5-ターシャリー-ブチル-1,2-オキサゾール-3-イル)-1,1-ジメチ
ルウレア

isouron 3-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dimethylurea

イマザキン（酸）
(RS)-2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリン-2-イ
ル) キノリン-3-カルボン酸

imazaquin
(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)
quinoline-3-carboxylic acid

イマザモックス
2-(4-イソプロピル-4-メチル-5-オキソ-2-イミダゾリン-2-イル)-5-
メトキシメチルニコチナート

imazamox
2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-
methoxymethyl nicotinic acid

オキサジアゾン
5-タ-シャリｰブチル-3-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-
1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン

oxadiazon
5-tert -butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-one

オキサジアルギル
5-tert-ブチル-3-[2,4-ジクロロ-5-(プロパ-2-イニルオキシ)フェニ
ル]-1,3,4-オキサジアゾール-2(3H)-オン

oxadiargyl
5-tert -butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloxy)phenyl]-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-one

クミルロン 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア

cumyluron 1-(2-chlorobenzyl)-3-(1-methyl-1-phenylethyl)urea

(7)-90

(7)-96

(7)-97

(7)-98

(7)-100

(7)-101

(7)-103
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 アンモニウム＝N-（ホスホノメチル）グリシナート

glyphosate-ammonium Ammonium Ｎ-(phosphonomethyl)glycinate

ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩 カリウム＝N-（ホスホノメチル）グリシナート

glyphosate-potassium Potassium Ｎ-(phosphonomethyl)glycinate

シクロスルファムロン
1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]-3-(4,6-ジメ
トキシピリミジン-2-イル)尿素

cyclosulfamuron
1-[2-(cyclopropylcarbonyl)anilinosulfonyl]-3-(4,6-
dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

ジメテナミド
(RS)-2-クロロ-N-(2,4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-メトキシ-1-メ
チルエチル)アセトアミド

dimethenamid
(RS)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-
methylethyl)acetamide

テトラピオン 2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム

tetrapion sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate

テフリルトリオン
2-{2-クロロ-4-メシル-3-[(RS)-テトラヒドロ-2-フリルメトキシメチ
ル]ベンゾイル}シクロヘキサン-1,3-ジオン

tefuryltrione
2-{2-chloro-4-mesyl-3-[(RS )-tetrahydro-2-
furylmethoxymethyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

ニコスルフロン
2-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-
N,N-ジメチルニコチンアミド

nicosulfuron
2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N -
dimethylnicotinamide

ビアラホス
ナトリウム=4-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]-L-ホモアラニル-
L-アラニル-L-アラニナート

bilanafos-sodium
sodium 4-〔hydroxy(methyl)phosphinoyl〕-L-homoalanyl-L-alanyl-
L-alaninate

(7)-105

(7)-104

(7)-107

(7)-108

(7)-110

(7)-112

(7)-113

(7)-114

31



農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ピラゾキシフェン
2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イルオ
キシ]アセトフェノン

pyrazoxyfen
2-〔4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy〕
acetophenone

ピラフルフェンエチル
エチル=2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジフルオロメトキシ-1-メチルピラ
ゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシアセタート

pyraflufen-ethyl
ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-
3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

ピリフタリド
(RS )-7-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルチオ)-3-メチル-2-ベンゾ
フラン-1(3H )-オン

Pyriftalid
(RS )-7-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylthio)-3-methyl-2-
benzofuran-1(3H )-one

フェントラザミド
4-(2-クロロフェニル)-N -シクロヘキシル-N -エチル-4,5-ジヒドロ-
5-オキソ-1H -テトラゾール-1-カルボキサミド

fentrazamide
4-(2-chlorophenyl)-N -cyclohexyl-N -ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-
1H -tetrazole-1-carboxamide

ブトルアリン (RS)-N-sec-ブチル-4-tert-ブチル-2,6-ジニトロアニリン

butralin (RS)-N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline

フルアジホップ
ブチル=(RS)-2-4[4-(5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ)フェ
ノキシ]プロピオナート

fluazifop-butyl
butyl(RS)-2-[4-(5-trifuluoromethyl-2-
pyridyloxy)phenoxy]propionate

フルアジホップＰ
ブチル=(R)-2-[4-(5-トリフルオロメチル-2-ピリジルオキシ)フェノ
キシ]プロピオナート

fluazifop-P
butyl(R )-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-
pyridyloxy)phenoxy]propionate

(7)-122

(7)-115

(7)-116

(7)-117

(7)-118

(7)-119

(7)-121
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

ブロモブチド
(RS )-2-ブロモ-3,3-ジメチル-N -(1-メチル-1-フェニルエチル)ブチ
ルアミド

bromobutide
(RS )-2-bromo-3,3-dimethyl-N -(1-methyl-1-
phenylethyl)butyramide

フルポキサム
1-[4-クロロ-3-(2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロポキシメチル)フェニ
ル]-5-フェニル-1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボキシアミド

flupoxam
1-[4-chloro-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxymethyl)phenyl]-5-
phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide

ベンゾビシクロン
3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]
オクタ-2-エン-4-オン

benzobicyclon
3-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)-2-phenylthiobicyclo[3.2.1]oct-2-
en-4-one

ベンゾフェナップ
2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トルオイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-イ
ルオキシ]-4'-メチルアセトフェノン

benzofenap
2-[4-(2,4-dichloro-m-toluoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy]-4'-
methylacetophenone

ベンタゾンナトリウム塩
3-イソプロピル-1H-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3H)-オン-2,2-ジ
オキシド=ナトリウム塩

bentazone sodium salt
3-isopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-one-2,2-dioxide
sodium salt

ペントキサゾン
3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソ
プロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン

pentoxazone
3-(4-chloro-5-cyclopentyloxy-2-fluorophenyl)-5-isopropylidene-
1,3-oxazolidine-2,4-dione

メコプロップＰ (Ｒ)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸

mecoprop-P (Ｒ)-2-(4-chloro-o-tolyoxy)propionic acid

(7)-123

(7)-124

(7)-125

(7)-126

(7)-127

(7)-128

(7)-129
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

メタミトロン 4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン

matamitron 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one

ピラクロニル
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル）-
5-[メチル（プロパ-2-イニル)アミノ]ピラゾール-4-カルボニトリル

pyraclonil
1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl）-5-
[methyl（prop-2-ynyl)amino]pyrazole-4-carbonitrile

フルセトスルフロン
1-{3-[(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイル)スルファモイ
ル]-2-ピリジル}-2-フルオロプロピル=メトキシア

flucetosulfuron
1-{3-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-2-
pyridyl}-2-fluoropropyl methoxyacetate

ペノキススラム
3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ
[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スル
フホンアミド

penoxsulam
3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-
c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

イソキサベン・トリフルラリ
ン

(7)-31及び(7)-76の混合物

ダイムロン 1-(1-メチル-1-フェニルエチル)-3-p -トリルウレア

daimuron 1-(1-methyl-1-phenylethyl)-3-p -tolylurea

トリクロピルブトキシエチ
ル

ブトキシエチル=3,5,6-トリクロロ-2-ピリジルオキシアセタート

triclopyrbutoxyethyl 2-butoxyethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetate

(7)-130

(7)-132

(7)-133

(7)-134

(7)-135

(7)-136

(7)-137
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（除草剤）－（７）

整理番号

メソトリオン 2-(4-メシル-2-ニトロベンゾイル)シクロヘキサン-1,3-ジオン

mesotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

Ｓ－メトラクロール
(S)=-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-6'-メチ
ルアセトアニリド　及び (R)-2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-
メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド

S-metolachlor

(aRS ,1S )-2-chloro-6’-ethyl-N -(2-methoxy-1-
methylethyl)acet-otoluidide　　　and
(aRS ,1R )-2-chloro-6’-ethyl-N -(2-methoxy-1-
methylethyl)acet-otoluidide

(7)-139

(7)-138
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

展着剤 ポリオキシエチレン樹脂酸エステル

polyoxyethylene resinate

エテホン 2-クロロエチルホスホン酸

ethephon 2-(chloroethyl)phosphonic acid

クロルメコート 2-クロロエチルトリメチルアンモニウム=クロリド

chlormequat chloride 2-chloroethyltrimethylammonium chloride

ジクロルプロップ (±)-2-（2, 4-ジクロロフェノキシ）プロピオン酸

dichlorprop (±)-2-(2, 4-dichlorophenoxy)propionic acid

フルルプリミドール
2‐メチル‐1‐ピリミジン‐5‐イル‐1‐(4‐トリフルオロメトキシフェニル)
プロパン‐1‐オール

flurprimidol
2-methyl-1-primidin-5-yl-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)propan-
1-ol

パクロブトラゾール
(2RS ,3RS )-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル -2-(1H -1,2,4-トリ
アゾール-1-イル)ペンタン-3-オール

paclobutrazol
(2RS ,3RS )-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl -2-(1H -1,2,4-
triazol-1-yl)pentan-3-ol

PP796
2‐アミノ‐4,5‐ジヒドロ‐6‐メチル‐4‐プロピル‐1,2,4‐トリアゾロ‐〔1,5
‐a〕ピリミジン‐5‐オン

2-amino-4,5-dihydro-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo-［1,5-a］
pyrimidin-5-one

クロロファシノン
2-［2-(4-クロロフェニル）-2-フェニルアセチル］インダン-1,3-ジオ
ン

chlorophacinone 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione

(8)-8

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（その他）－（8）

整理番号

(8)-1

(8)-6

(8)-7

(8)-11

(8)-12

(8)-13

(8)-14
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農 薬 名 化　　　　　学　　　　　名
（ＩＳＯネーム） （和名及び英名）

農　　薬　　輸　　入　　品　　目　　　　　（その他）－（8）

整理番号

ダミノジット N-(ジメチルアミノ）スクシンアミド酸

daminozide N-(dimethylamino）succinamic acid

メピコートクロリド 1,1-ジメチルピペリジニウム＝クロリド

mepiquat chloride 1,1-dimethylpiperidinium chloride

ヨウ化メチル ヨウ化メチル

methyl iodide methyl iodide

リン化亜鉛 リン化亜鉛

zinc phosphide zinc phosphide

１－ナフタレン酢酸ナトリ
ウム

1-ナフタレン酢酸ナトリウム

1-naphthaleneacetic acid,
sodium salt

1-naphthaleneacetic acid ,sodium salt

シアナミド シアナミド

cyanamide cyanamide

ジベレリン ジベレリン

gibberellic acid
(3S ,3aR ,4S ,4aS ,6S ,8aR ,8bR ,11S )-6,11-dihydroxy-3-methyl-
12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-
enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

石灰窒素 カルシウムシアナミド

lime nitrogen calcium cyanamide

(8)-23

(8)-21

(8)-22

(8)-16

(8)-17

(8)-18

(8)-19

(8)-20
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