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1 ｱｰﾓﾝﾄﾞ ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ（Buprofezin） ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1 － －
（Almond） キャプタン（Captan） （Aflatoxin B1）

クロルピリホス（Chlorpyrifos） 総ｱﾌﾗﾄｷｼﾝ
シプロジニル（Cyprodinil） （Aflatoxin Total）

クロルデン（Chlordane）
ダイアジノン（Diazinon）
酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ（Fenbutatin Oxide）

ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ（Fenhexamid）
イプロジオン（Iprodione）
ペルメトリン（Permethrin）
ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ（Tebufenozid）

2 りんご ボスカリド（Boscalid） － 鉛（Lead(Pb)） 大腸菌
（Apple） ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ（Buprofezin） （Escherichia coli ）

ｼﾌﾙﾄﾘﾝ/ﾍﾞｰﾀ-ｼﾌﾙﾄﾘﾝ ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
（Cyfluthrin/beta cyfluthrin） （Salmonella  sp.）

シプロジニル（Cyprodinil）
デルタメトリン（Deltamethrin）
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（Etofenprox）
ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ（Imidacloprid）
マラチオン（Malathion）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピノサド（Spinozad）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazol）

3 チンゲンサイ ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ（Metaflumizone） － カドミウム －
（Chinese （Cadmium (Cd)）

cabbage 鉛（Lead (Pb)）
（type pak-
choi）

4 はくさい ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ（Chlorpyrifos） － カドミウム －
（Chinese ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ（Diazinon） （Cadmium (Cd)）

cabbage ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ（Permethrin） 鉛（Lead (Pb)）
（type Pe-
tsai）

5 ぶどう アセタミプリド（Acetamiprid） － 鉛（Lead (Pb)） 大腸菌
（Grapes） アメトクトラジン（Ametoctradin） （Escherichia coli ）

ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Azoxystrobin） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
ビフェナゼート（Bifenazate） （Salmonella  sp.）

ボスカリド（Boscalid）
ブプロフェジン（Buprofezin）
キャプタン（Captan）
クロチアニジン（Clothianidin）
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ（ｱﾙﾌｧｰ及びｾﾞｰﾀ
－ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝを含む
（Cypermethrins (including alpha-

and zeta- cypermethrin)
シプロジニル（Cyprodinil）
デルタメトリン（Deltamethrin）
ジメトモルフ（Dimethomorph）
ジノテフラン（Dinotefuran）
ジチアノン（Dithianon）
エテホン（Ethephon）
エトキサゾール（Etoxazole）
ファモキサドン（Famoxadone）
ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Fenbuconazole）

品目毎の検査項目（平成28年４月時点）
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5 ぶどう 酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ（Fenbutatin Oxide）

フェンヘキサミド（Fenhexamid）
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ（Fenpropathrin）
ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ（Fenpyroximate）
ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ（Flubendiamide）
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ（Fludioxonil）
フルオピコリド（Fluopicolide）
フルオピラム（Fluopyram）
ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩
（Glufosinate-Ammonium）
ﾍｷｼﾁｱｿﾞｯｸｽ（Hexythiazox）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
イプロジオン（Iprodione）
ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ（Kresoxim-Methyl）
マラチオン（Malathion）
ﾏﾝｼﾞﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ（Mandipropamid）
メタラキシル（Metalaxyl）
ペルメトリン（Permethrin）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピネトラム（Spinetoram）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazole）
ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Trifloxystrobin）

6 レタス ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Azoxystrobin） － カドミウム 大腸菌
（Lettuce） カルベンダジム（Carbendazim） （Cadmium(Cd)） （Escherichia coli ）

シプロジニル（Cyprodinil） 鉛（Lead(Pb)） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
ダイアジノン（Diazinon） （Salmonella  sp.）

ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ（Difenoconazole）
ジメトモルフ（Dimethomorph）
ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩
（Emamectin benzoate）
フェンヘキサミド（Fenhexamid）
ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ（Flubendiamide）
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ（Fludioxonil）
ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩
（Glufosinate-Ammonium）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
イプロジオン（Iprodione）
メタラキシル（Metalaxyl）
メソミル（Methomyl）
ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ（Methoxyfenozide）
ペルメトリン（Permethrin）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピネトラム（Spinetoram）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazole）
ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Trifloxystrobin）

7 きのこ ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ（Diflubenzuron） － カドミウム －
（Mushroom） （Cadmium (Cd)）

鉛（Lead (Pb)）
8 ネクタリン アセタミプリド（Acetamiprid） － 鉛（Lead (Pb)） 大腸菌

（Nectarin） ブプロフェジン（Buprofezin） （Escherichia coli ）

デルタメトリン（Deltamethrin） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ（Difenoconazole） （Salmonella  sp.）

ジノテフラン（Dinotefuran）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピネトラム（Spinetoram）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazole）
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8 ネクタリン テブフェノジド/Tebufenozide
9 たまねぎ アセタミプリド（Acetamiprid） － ｶﾄﾞﾐｳﾑ －

（Onion） ｱﾒﾄｸﾄﾗｼﾞﾝ（Ametoctradin） （Cadmium (Cd)）

ベンタゾン（Bentazone） 鉛（Lead (Pb)）
クロルピリホス（Chlorpyrifos）
クレトジム（Clethodim）
シペルメトリン（アルファ－及
びゼータ－シペルメトリンを含
む）（Cypermethrins (including
alpha- and zeta-
cypermethrin)）
シプロジニル（Cyprodinil）
デルタメトリン（Deltamethrin）
ダイアジノン（Diazinon）
ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ－P（Dimethenamid-P）

ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ（Fludioxonil）
フルオピコリド（Fluopicolide）
ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩
（Glufosinate-Ammonium）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
イプロジオン（Iprodione）
マラチオン（Malathion）
ﾏﾝｼﾞﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ（Mandipropamid）
メタラキシル（Metalaxyl）
メソミル（Methomyl）
ペンチオピラド（Penthiopyrad）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピネトラム（Spinetoram）
テブコナゾール/Tebuconazole

10 もも アセタミプリド（Acetamiprid） － 鉛（Lead (Pb)） 大腸菌
（Peach） ブプロフェジン（Buprofezin） （Escherichia coli ）

キャプタン（Captan） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
クロルピリホス（Chlorpyrifos） （Salmonella  sp.）

シハロトリン（ラムダシハロトリ
ンを含む）（Cyhalothrin
(includes lambdacyhalothrin)）
デルタメトリン（Deltamethrin）
ダイアジノン（Diazinon）
ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ（Difenoconazole）

ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ（Diflubenzuron）
ジノテフラン（Dinotefuran）
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（Etofenprox）
ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Fenbuconazole）

フェンヘキサミド（Fenhexamid）
フルオピラム（Fluopyram）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
イプロジオン（Iprodione）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
スピネトラム（Spinetoram）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazole）
テブフェノジド（Tebufenozide）
トリホリン（Triforine）

11 なし ブプロフェジン（Buprofezin） － 鉛（Lead (Pb)） 大腸菌
（Pear） ｼﾌﾙﾄﾘﾝ/ﾍﾞｰﾀｼﾌﾙﾄﾘﾝ （Escherichia coli ）

（Cyfluthrin/beta-cyfluthrin） ｻﾙﾓﾈﾗ属菌
シプロジニル（Cyprodinil） （Salmonella  sp.）

ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（Etofenprox）
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11 なし イミダクロプリド（Imidacloprid）
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ（Tebuconazole）

12 とうがらし ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ（Buprofezin） － カドミウム －
(Peppers chili) ｽﾋﾟﾛﾃﾄﾗﾏﾄ（Spirotetoramate） （Cadmium (Cd)）

鉛（Lead (Pb)）
13 乾燥とうがらし アセタミプリド（Acetamiprid） － ｶﾄﾞﾐｳﾑ －

(Peppers chili, ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Azoxystrobin） （Cadmium (Cd)）
dried) ボスカリド（Boscalid） 鉛（Lead (Pb)）

ブプロフェジン（Buprofezin）
ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ
（Chlorantraniliprole）
クロチアニジン（Clothianidin）
ダイアジノン（Diazinon）
ジノテフラン（Dinotefuran）
エマメクチン安息香酸塩
（Emamectin benzoate）
フェナリモル（Fenarimol）
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ（Fenpropathrin）
ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ（Fenpyroximate）

ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ（Flubendiamide）
イミダクロプリド（Imidacloprid）
メタラキシル（Metalaxyl）
ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ（Methoxyfenozide）

ペンチオピラド（Penthiopyrad）
ペルメトリン（Permethrin）
スピノサド/Spinozad
スピロテトラマト/Spirotetramate
チアメトキサム/Thiamethoxam

14 ラディッシュ デルタメトリン（Deltamethrin） － ｶﾄﾞﾐｳﾑ －
（Radish） ダイアジノン（Diazinon） （Cadmium (Cd)）

ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ（Methoxyfenozide） 鉛（Lead (Pb)）
ペンチオピラド（Penthiopyrad）
ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Pyraclostrobin）
ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Trifloxystrobin）

15 だいこん ペルメトリン（Permethrin） － ｶﾄﾞﾐｳﾑ －
（Radish, （Cadmium (Cd)）

Japanese） 鉛（Lead (Pb)）
16 コメ（玄米、精 2,4-D ｵｸﾗﾄｷｼﾝA ｶﾄﾞﾐｳﾑ －

米含む）（Rice ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ（Azoxystrobin） (Ochratoxin A) （Cadmium (Cd)）

(including ベンタゾン（Bentazone） 鉛（Lead (Pb)）
husked and クロチアニジン（Clothianidin）
polished )） ジノテフラン（Dinotefuran）

ジクワット（Diquat）
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ（Etofenprox）
フィプロニル（Fipronil）
フルトラニル（Flutolanil）
パラコート（Paraquat）
テブフェノジド（Tebufenozide）
チアクロプリド（Thiacloprid）

17 緑茶/紅茶 ビフェントリン（Bifenthrin） － ｶﾄﾞﾐｳﾑ －
(Tea(green/black) クロルピリホス（Chlorpyrifos） （Cadmium (Cd)）

クロチアニジン（Clothianidin） 鉛（Lead (Pb)）
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ（ｱﾙﾌｧｰ及びｾﾞｰﾀ
－ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝを含む）
Cypermethrins (including
alpha- and zeta-
cypermethrin)



No. FFPOの種類 残留農薬 マイコトキシン 重金属
生物学的
汚染物質

緑茶/紅茶 デルタメトリン（Deltamethrin）
エトキサゾール（Etoxazole）
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ（Fenpropathrin）
ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ（Flubendiamide）

17 パラコート（Paraquat）
ペルメトリン（Permethrin）
チアメトキサム/Thiamethoxam

注：汚染物質の最大限界については、「植物由来の生鮮食品の輸出入に係る安全管理に関す
　　 る農業大臣令2015年第４号（No.04/Permentan/PP.340/2/2015）」に記載。


