
□シードロット製剤一覧
承認されたシードロット製剤を紹介します（製造販売業者の名称の50音順、平成31年１月１日現在）。
詳細については、当所HPの動物用医薬品データベースをご覧ください。

○国家検定対象外のシードロット製剤（検定合格証紙は貼付されません） （167製剤）

品名 一般的名称 製造販売業者 承認年月日 基準番号

ポーシリス　ＰＣＶ
豚サーコウイルス(2型・組換え型)感染症(酢酸トコ
フェロール・油性アジュバント加)不活化ワクチン
（シード）

株式会社インターベット 平成30年12月18日 SSLV05365

ポーシリス　ＡＰＰ－Ｎ「ＩＶ」
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症（１型
部分精製・無毒化毒素）（酢酸トコフェロールアジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成23年7月7日 SSLV07500

ポーシリス　ＳＴＲＥＰＳＵＩＳ「IV]
豚ストレプトコッカス・スイス(２型)感染症(酢酸トコフェ
ロールアジュバント加)不活化ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成23年11月4日 SSLV07550

ノビリス　ＴＲＴ・１０００ トリニューモウイルス感染症生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成25年1月30日 SSLV09800

ノビリス　ＩＢ　４－９１ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV10700

ノビリス　ＩＢ　４－９１・２５００ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成23年12月16日 SSLV10700

ノビリス　ＩＢ　ＭＡ５・１０００ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV10700

ノビリス　ＩＢ　ＭＡ５・５０００ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV10700

ノビリス　ガンボロＤ７８・１０００
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV11200

ノビリス　ガンボロＤ７８・２５００
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV11200

ノビリス　ガンボロ２２８Ｅ・１０００
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用中等
毒）（シード）

株式会社インターベット 平成23年11月21日 SSLV11300

ノビリス　ガンボロ２２８Ｅ・２５００
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用中等
毒）（シード）

株式会社インターベット 平成23年11月21日 SSLV11300

ノビリス　ＣＡＶ　Ｐ４ 鶏貧血ウイルス感染症生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年3月3日 SSLV11700

サレンバック（ＳＡＬＥＮＶＡＣ）
鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（ア
ジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成22年7月12日 SSLV13400

ノビリス　MG　６/８５
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン
(シード)

株式会社インターベット 平成21年7月1日 SSLV14000

ノビバック　ＤＨＰＰｉ
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワ
クチン（シード）

株式会社インターベット 平成22年7月1日 SSLV18300

ノビバック　ＬＥＰＴＯ 犬レプトスピラ病不活化ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成23年11月21日 SSLV18500

ノビバック　ＤＨＰＰｉ＋Ｌ
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプト
スピラ病混合ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成22年7月1日 SSLV18800

ノビバック　ＴＲＩＣＡＴ
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫
汎白血球減少症混合生ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成23年12月13日 SSLV19500



イバラキ病予防液 イバラキ病生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成23年2月9日 SSLV00300

乾燥豚丹毒生ワクチン－Ｎ 豚丹毒生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成24年7月31日 SSLV06500

豚パスツレラトキソイド「ＫＭＢ」
パスツレラ・ムルトシダ（アジュバント加）トキソイド
（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年5月10日 SSLV09000

スイムジェン　ＡＲＴ２
ボルデテラ・ブロンキセプチカ・パスツレラ・ムルトシ
ダ混合（アジュバント加）トキソイド（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年5月10日 SSLV09100

オイルバックス　Ｒｅｏ
トリレオウイルス感染症（油性アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年7月26日 SSLV10200

ＩＢ　ＴＭ生ワクチン「ＫＭＢ」 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成22年8月26日 SSLV10700

鶏伝染性気管支炎生ウイルス予防
液

鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成22年8月26日 SSLV10700

ＩＬＴ生ワクチン「ＫＭＢ」 鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成24年11月8日 SSLV10900

ＩＬＴ凍結生ワクチン「ＫＭＢ」 鶏伝染性喉頭気管炎凍結生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成22年9月7日 SSLV11000

ＩＢＤ生ワクチン「ＫＭＢ」Ｌ
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成22年8月26日 SSLV11200

アビテクト　ＨＶＴ
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年7月4日 SSLV11800

アビテクト　ＭＤ１
マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結生ワクチン
（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年3月13日 SSLV11900

オイルバックス　ＭＧ
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成23年5月20日 SSLV14300

豚丹毒生ワクチン「科飼研」 豚丹毒生ワクチン（シード） 株式会社　科学飼料研究所 平成24年7月5日 SSLV06500

グレーサーバスター
ヘモフィルス・パラスイス（２・５型）感染症（アジュバン
ト加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年8月3日 SSLV08300

マイコバスター
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成25年6月3日 SSLV08400

マイコバスターＡＲプラス
豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（粗精製トキソ
イド）・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症混
合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成26年6月13日 SSLV09355

オイルバスターＥＤＳ
産卵低下症候群-1976（油性アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成25年1月8日 SSLV09700

ＩＢ生ワクチン「ＮＰ」 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社　科学飼料研究所 平成24年11月14日 SSLV10700

ＢＵＲＳＡ‐Ｍ生ワクチン｢ＮＰ｣
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年8月30日 SSLV11200

オイルバスターＳＥ
鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス（油
性アジュバント加）不活化ワクチン（シード））

株式会社　科学飼料研究所 平成23年12月21日 SSLV13500b

コリーザＡＣ型ワクチン｢ＮＰ｣
鶏伝染性コリーザ（Ａ・Ｃ型）（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年10月3日 SSLV13900



オイルバスターＭＧ
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年8月30日 SSLV14300

オイルバスターＭＧ・KO
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成30年6月7日 SSLV14300

スバキシン　オーエスキー 豚オーエスキー病（ｇＩ－，ｔｋ＋）生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成23年3月9日 SSLV04800

スバキシン　オーエスキー　フォルテ
ME

豚オーエスキー病（ｇＩ－，ｔｋ＋）生ワクチン（アジュバ
ント加溶解用液）（シード）

共立製薬株式会社 平成23年3月9日 SSLV04900

スワイバック　Ｅ 豚丹毒生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成23年9月15日 SSLV06500

スワイバック　ＡＲコンポ２
豚ボルデテラ感染症精製（アフィニティークロマトグラ
フィー部分精製）・豚パスツレラ症混合（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

共立製薬株式会社 平成24年8月30日 SSLV08850

ポールバック　ＩＢ　Ｈ１２０ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成22年3月3日 SSLV10700

エルティバックス 鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成22年7月12日 SSLV10900

アビバック　BD
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

共立製薬株式会社 平成23年12月7日 SSLV11200

ＡＥ生ワクチン・ＫＳ 鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成28年5月24日 SSLV11600c

ポールバックＭＤ　ＨＶＴ
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

共立製薬株式会社 平成24年12月3日 SSLV11800

ポールバックＭＤ　ｃｖｉ
マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結生ワクチン
（シード）

共立製薬株式会社 平成22年3月3日 SSLV11900b

ポールバックＭＤ　ＨＶＴ＋ＳＢ－１
マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

共立製薬株式会社 平成24年12月3日 SSLV12100

キャニバック ５
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症3・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワ
クチン（シード）

共立製薬株式会社 平成28年6月16日 SSLV18300b

フェリバック　３
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症３
価・猫汎白血球減少症混合（油性アジュバント加）不
活化ワクチン（シード）

共立製薬株式会社 平成28年8月24日 SSLV19800b

フェリバック　L-３
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫
汎白血球減少症混合生ワクチン（シード）

共立製薬株式会社 平成30年8月1日 SSLV19500

リターガード ＬＴ－Ｃ
豚大腸菌性下痢症不活化・クロストリジウム・パーフリ
ンゲンストキソイド混合（アジュバント加）ワクチン
（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年5月2日 KSLV09150

リスポバル
マンヘミア・ヘモリチカ（1型）感染症不活化ワクチン
(油性アジュバント加溶解用液）（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年5月2日 SSLV02875

レスピフェンドＭＨ
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（カルボ
キシビニルポリマーアジュバント加）不活化ワクチン
（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年9月4日 SSLV08500

レスピシュア
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(油性ア
ジュバント加)不活化ワクチン(シード)

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成21年7月1日 SSLV08600b

レスピシュアワン
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(油性ア
ジュバント加)不活化ワクチン(シード)

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成21年7月1日 SSLV08600b

アラディケーター
豚ボルデテラ感染症・豚パスツレラ症（全菌体・部分
精製トキソイド）混合（油性アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成23年5月11日 SSLV09250



ＩＢＤ生ワクチン（バーシン２）
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成25年1月16日 SSLV11200

バーサバック　V877
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用中等
毒）（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年11月5日 SSLV11300

Ｍｇ不活化ワクチン（ＭＧ－Ｂａｃ）
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成25年7月25日 SSLV14300b

バンガード　プラス　ＣＰＶ 犬パルボウイルス感染症生ワクチン（シード） ゾエティス・ジャパン株式会社 平成22年7月27日 SSLV17200

バンガード　プラス　５
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワ
クチン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成30年7月31日 SSLV18300

バンガード　プラス　5/CV
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロ
ナウイルス感染症混合ワクチン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成23年9月5日 SSLV18450

バンガード　プラス　5/CV-L

ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロ
ナウイルス感染症・犬レプトスピラ病混合ワクチン
（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成23年9月5日 SSLV19000

フェロセル　ＣＶＲ
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症・猫
汎白血球減少症混合生ワクチン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成22年11月12日 SSLV19500

アカバネ病生ワクチン“日生研” アカバネ病生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成24年5月28日 SSLV00100

アカバネ病生ワクチン“化血研” アカバネ病生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成29年10月10日 SSLV00100

アカバネ病生ワクチン「ＫＭＢ」 アカバネ病生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成30年11月29日 SSLV00100

イバラキ病生ワクチン“日生研” イバラキ病生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成24年5月15日 SSLV00300

牛流行熱不活化ワクチン 牛流行熱（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成24年8月30日 SSLV01200

日生研牛異常産３種混合不活化ワ
クチン

アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混
合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成24年12月6日 SSLV01600

破傷風トキソイド「日生研」 破傷風（アジュバント加）トキソイド（シード） 日生研株式会社 平成24年10月3日 SSLV02900

馬鼻肺炎不活化ワクチン“日生研” 馬鼻肺炎（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成24年11月5日 SSLV03500

日生研馬ロタウイルス病不活化ワク
チン

馬ロタウイルス感染症（アジュバント加）不活化ワクチ
ン（シード）

日生研株式会社 平成24年11月5日 SSLV03600

日生研豚TGE生ワクチン 豚伝染性胃腸炎濃縮生ワクチン（母豚用）（シード） 日生研株式会社 平成23年12月16日 SSLV05600

日生研PED生ワクチン 豚流行性下痢生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年12月16日 SSLV06100

日生研TGE・PED混合生ワクチン
豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン
（シード）

日生研株式会社 平成23年12月26日 SSLV06300

日生研豚丹毒生ワクチンC 豚丹毒生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年12月27日 SSLV06500

日生研豚丹毒不活化ワクチン 豚丹毒（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年8月1日 SSLV06600



日生研グレーサー病２価ワクチン
ヘモフィルス・パラスイス（２・５型）感染症（アジュバン
ト加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成23年6月30日 SSLV08300

日生研ＭＰＳ不活化ワクチン
マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症（アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成22年9月7日 SSLV08400

日生研豚ＴＧＥ濃縮不活化ワクチン
豚伝染性胃腸炎（アジュバント加）不活化ワクチン
（シード）

日生研株式会社 平成25年5月8日 SSLV08700

日生研ＡＲ混合ワクチンＢＰ
豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダト
キソイド混合（アジュバント加）ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成24年5月15日 SSLV09200

日生研ＡＲＢＰ混合不活化ワクチン
ＭＥ

豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ･ムルトシダト
キソイド混合（油性アジュバント加）ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成25年9月27日 SSLV09230

日生研ＡＲＢＰ・豚丹毒混合不活化
ワクチン

豚ボルデテラ感染症不活化・パスツレラ・ムルトシダト
キソイド・豚丹毒不活化混合（アジュバント加）ワクチ
ン（シード）

日生研株式会社 平成25年9月27日 SSLV09300

日生研乾燥鶏痘ワクチン 鶏痘生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成25年3月19日 SSLV09500

日生研穿刺用鶏痘ワクチン 鶏痘生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成24年10月3日 SSLV09500

日生研ＥＤＳ不活化ワクチン
産卵低下症候群-1976（アジュバント加）不活化ワク
チン（シード）

日生研株式会社 平成25年5月8日 SSLV09600

日生研ＥＤＳ不活化オイルワクチン
産卵低下症候群－１９７６（油性アジュバント加）不活
化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成24年5月18日 SSLV09600

日生研Ｃ－７８・ＩＢ生ワクチン 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成22年8月3日 SSLV10700

日生研ＭＩ・ＩＢ生ワクチン 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成22年8月3日 SSLV10700

日生研ＩＬＴ生ワクチン 鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年9月15日 SSLV10900

日生研ＩＢＤ生ワクチン
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（大ひな用）
（シード）

日生研株式会社 平成23年6月27日 SSLV11100

日生研ＩＢＤ不活化ワクチン
鶏伝染性ファブリキウス嚢病（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成24年8月30日 SSLV11500

ＡＥ乾燥生ワクチン 鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年6月13日 SSLV11600

日生研コリーザ２価ワクチンＮ
鶏伝染性コリーザ（A・C型）（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成23年11月21日 SSLV13900

日生研ＭＧ不活化ワクチンＮ
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（アジュバント
加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成23年5月20日 SSLV14200

日生研ＭＧオイルワクチンＷＯ
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症（油性アジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成23年5月20日 SSLV14300

日生研ＡＣＭ不活化ワクチン
鶏伝染性コリーザ（Ａ・Ｃ型）・マイコプラズマ・ガリセ
プチカム感染症混合（アジュバント・油性アジュバント
加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成25年5月8日 SSLV14400

Ｍｇ生ワクチン（ＮＢＩ）
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症凍結生ワクチ
ン（シード）

日本バイオロジカルズ株式会社 平成25年9月6日 SSLV14100

ＭＳ生ワクチン（ＮＢＩ）
マイコプラズマ・シノビエ感染症凍結生ワクチン
（シード）

日本バイオロジカルズ株式会社 平成26年1月9日 SSLV14150



アカバネ病生ワクチン アカバネ病生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年7月2日 SSLV00100

“京都微研„ 牛ＲＳ生ワクチン 牛ＲＳウイルス感染症生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年7月2日 SSLV00400

“京都微研„ 牛流行熱・イバラキ病混
合不活化ワクチン

牛流行熱・イバラキ病混合（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年7月2日 SSLV01500

イバラキ病ワクチン‐ＫＢ イバラキ病生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年3月27日 SSLV00300

牛流行熱ワクチン・Ｋ‐ＫＢ 牛流行熱（アジュバント加）不活化ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年7月2日 SSLV01200

“京都微研„ 牛異常産３種混合不活
化ワクチン

アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症混
合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年8月30日 SSLV01600

“京都微研„ キャトルウィン-5K
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢－粘膜病２
価・牛パラインフルエンザ・牛ＲＳウイルス感染症混
合（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成26年8月1日 SSLV02100

“京都微研„牛ヘモフィルスワクチン
－Ｃ

牛ヒストフィルス・ソムニ（ヘモフィルス・ソムナス）感染
症（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成21年11月12日 SSLV02600

“京都微研„ 牛嫌気性菌３種ワクチ
ン

牛クロストリジウム感染症３種混合（アジュバント加）ト
キソイド

株式会社　微生物化学研究所 平成23年3月30日 SSLV03000

“京都微研„ キャトルウィン－Cl５
牛クロストリジウム感染症５種混合（アジュバント加）ト
キソイド（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年2月20日 SSLV03050

“京都微研„ 牛下痢５種混合不活化
ワクチン

牛ロタウイルス感染症３価・牛コロナウイルス感染症・
牛大腸菌性下痢症（Ｋ９９精製線毛抗原）混合（ア
ジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年8月30日 SSLV03100

“京都微研„ 豚インフルエンザワクチ
ン

豚インフルエンザ（アジュバント加）不活化ワクチン
（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年8月30日 SSLV04700

“京都微研„ 豚パルボワクチン・Ｋ 豚パルボウイルス感染症不活化ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年8月30日 SSLV05900

豚丹毒ワクチン－ＫＢ 豚丹毒生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年4月6日 SSLV06500

“京都微研„ 豚ヘモフィルスワクチン
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（２型）感染
症（アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成23年5月11日 SSLV06900

“京都微研„ ピッグウィン－ＥＡ
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ（１・２・５型）
感染症・豚丹毒混合（油性アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成22年8月9日 SSLV08700

“京都微研„ ＩＢ生ワクチン 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年3月8日 SSLV10700

“京都微研„ ポールセーバーＩＢ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年10月3日 SSLV10700

“京都微研„ ＩＬＴワクチン 鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成24年3月13日 SSLV10900

“京都微研„ ＩＢＤ生ワクチン
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年4月6日 SSLV11200

インゲルバックＰＲＲＳ生ワクチン 豚繁殖・呼吸障害症候群生ワクチン（シード）
ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成24年6月18日 SSLV06000

ネモバック トリニューモウイルス感染症生ワクチン（シード）
ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成22年4月12日 SSLV09800



ビュール　７０６
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成25年5月8日 SSLV11200

ビニューバックスＳＥ
鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（油
性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成21年11月12日 SSLV13500b

ユーリカン　Ｐ－ＸＬ 犬パルボウイルス感染症生ワクチン（シード）
ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成22年7月23日 SSLV17200

ユーリカン５
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症混合生ワ
クチン（シード）

ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成23年11月15日 SSLV18300

ユーリカン７
ジステンパー・犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬レプト
スピラ病混合ワクチン（シード）

ベーリンガーインゲルハイムアニ
マルヘルスジャパン株式会社

平成23年10月6日 SSLV18800

ピュアバックス　RCP
猫ウイルス性鼻気管炎・猫カリシウイルス感染症２
価・猫汎白血球減少症混合ワクチン（シード）

べーリンガーインゲルハイムア
ニマルヘルスジャパン株式会
社

平成28年10月11日 SSLV19650

ポーシリス　ＳＴＲＥＰＳＵＩＳ
豚ストレプトコッカススイス(２型)感染症(酢酸トコフェ
ロールアジュバント加)不活化ワクチン（シード）

松研薬品工業株式会社 平成23年11月4日 SSLV07550

ポーシリスBegonia・10 豚オーエスキー病（ｇＩ－、ｔｋ－）生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成23年12月22日 SSLV05000

ポーシリスBegonia・50 豚オーエスキー病（ｇＩ－、ｔｋ－）生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成23年12月22日 SSLV05000

豚丹毒生ワクチン “化血研” 豚丹毒生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成26年11月7日 SSLV06500

豚丹毒生ワクチン「ＫＭＢ」 豚丹毒生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成30年10月26日 SSLV06500

松研豚丹毒生ワクチン 豚丹毒生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成24年1月6日 SSLV06500

ポーシリス　ＡＰＰ－Ｎ
豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ感染症（１型
部分精製・無毒化毒素）（酢酸トコフェロールアジュ
バント加）不活化ワクチン（シード）

松研薬品工業株式会社 平成23年7月4日 SSLV07500

バックスオン・ポックス（中大雛用） 鶏痘生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成24年10月3日 SSLV09500

バックスオン・ポックス（ひな用） 鶏痘生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成25年5月16日 SSLV09500

鶏痘生ワクチン（チック・エヌ・ポック
ス）

鶏痘生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成23年11月4日 SSLV09500

鶏痘生ワクチン（ポキシン） 鶏痘生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成23年11月4日 SSLV09500

タロバック EDS
産卵低下症候群－１９７６（油性アジュバント加）不活
化ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年2月26日 SSLV09700

ＩＢ生ワクチン（Ｈ１２０Ｇ） 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成23年6月7日 SSLV10700

ＩＢＤ生ワクチン（バーシン）
鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチン（ひな用）
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成23年6月7日 SSLV11200

AE液状生ワクチン 鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成27年11月4日 SSLV11600

ＡＥ生ワクチン 鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成23年6月27日 SSLV11600



ＡＥ生ワクチン（ワクチノーバ） 鶏脳脊髄炎生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成25年3月21日 SSLV11600

ＭＤ生ワクチン（２Ｈ）
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV11800

マレック病生ワクチン
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV11800

ＭＤ（ＨＶＴ）１０００
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV11800b

ＭＤ（ＨＶＴ）２０００
マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV11800b

ＭＤ生ワクチン（ＣＶＩ）
マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV11900

バックスオンＭＤ（ＣＶＩ）
マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV11900b

バックスオンＭＤ（ＣＶＩ）－Ｎ
マレック病（マレック病ウイルス１型）凍結生ワクチン
（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV11900b 

バックスオンＭＤ(ＨＶＴ＋ＣＶＩ)-Ｎ
マレック病（マレック病ウイルス1型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成26年11月21日 SSLV12000

２価ＭＤ生ワクチン（Ｈ＋Ｓ）２０００
マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV12100

２価ＭＤ生ワクチン（ＨＶＴ＋ＳＢ－
１）

マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV12100

ＭＤ（ＨＶＴ＋ＳＢ－１）１０００
マレック病（マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV12100b

ＭＤ（ＨＶＴ＋ＳＢ－１）２０００
マレック病（マレック病ウイルス2型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）凍結生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年5月14日 SSLV12100b

イノボ鶏痘/２価ＭＤ生ワクチン（Ｈ＋
Ｓ）

マレック病（マレック病ウイルス２型・七面鳥ヘルペス
ウイルス）・鶏痘混合生ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成24年10月10日 SSLV12600

アビプロＳＥ
鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス）（油
性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成24年10月3日 SSLV13500

Ｍｇ生ワクチン
マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症生ワクチン
(シード)

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月30日 SSLV14000



○国家検定対象のシードロット
製剤（再審査終了前）

（17製剤）

品名 検定基準名 製造販売業者 承認年月日 基準番号

アビテクト　ＩＢ／ＡＫ 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成24年11月8日 KSLV10700

アビテクト IB/AK 1000 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成25年7月9日 KSLV10700b

アビテクト NB/TM
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年11月8日 SSLV12200

オイルバックス SETi
鶏サルモネラ症（サルモネラ・インファンティス・サル
モネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウ
ム）（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成23年7月25日 KSLV13555

オイルバックスS3

鶏サルモネラ症（サルモネラ・インファンティス抽出抗
原・サルモネラ・エンテリティディス抽出抗原・サルモ
ネラ・ティフィムリウム抽出抗原）（油性アジュバント
加）不活化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成29年7月12日 KSLV13560

スタートバック
乳房炎（黄色ブドウ球菌）・乳房炎（大腸菌）混合（油
性アジュバント加）不活化ワクチン

共立製薬株式会社 平成28年3月7日 KV03075

キャニバック　ＫＣ－３
犬アデノウイルス（２型）感染症・犬パラインフルエン
ザ・犬ボルデテラ感染症（部分精製赤血球凝集素）
混合不活化ワクチン（シード）

共立製薬株式会社 平成25年3月12日 KSLV19170

キャニバック　６

ジステンパー・犬アデノウイルス（2型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロ
ナウイルス感染症混合（アジュバント加）ワクチン
（シード)

共立製薬株式会社 平成29年4月17日 KSLV18450

キャニバック　９

ジステンパー・犬アデノウイルス（2型）感染症・犬パ
ラインフルエンザ・犬パルボウイルス感染症・犬コロ
ナウイルス感染症・犬レプトスピラ病（カニコーラ・イク
テロヘモラジー・ヘブドマディス）混合（アジュバント

共立製薬株式会社 平成29年4月17日 KSLV19110

ティーエスブイ２
牛伝染性鼻気管炎・牛パラインフルエンザ混合ワク
チン（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成25年7月16日 KSLV01050

スパイロバック
牛レプトスピラ病（アジュバント加）不活化ワクチン
（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年8月24日 KSLV02650

バンガードL4
犬レプトスピラ病（カニコーラ・イクテロヘモラジー・グ
リッポチフォーサ・ポモナ）不活化ワクチン（アジュバ
ント加溶解用液）（シード）

ゾエティス・ジャパン株式会社 平成24年8月24日 KSLV18510

ガルエヌテクトS95-IB 鶏伝染性気管支炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成25年7月10日 KSLV10700b

“京都微研„キャトルウィン－ＢＯ２
牛クロストリジウム・ボツリヌス（Ｃ・Ｄ型）感染症（ア
ジュバント加）トキソイド（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成21年12月18日 KSLV02890

“京都微研„ 牛異常産４種混合不活
化ワクチン

アカバネ病・チュウザン病・アイノウイルス感染症・
ピートンウイルス感染症混合（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成27年12月25日 KSLV01070

バックスオンIBD-CA 鶏伝染性ファブリキウス嚢病凍結生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成28年5月20日 KSLV10800

バックスオンAE・Pox(液状) 鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチン（シード） ワクチノーバ株式会社 平成27年11月4日 KSLV12550



○国家検定対象のシードロット
製剤（再審査が終了したもの）

（48製剤）

品名 一般的名称 製造販売業者 承認年月日 基準番号

ノビリス　ＮＤ　ＣＬＯＮＥ３０・１０００ ニューカッスル病生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年8月3日 SSLV10300

ノビリス　ＮＤ　ＣＬＯＮＥ３０・２５００ ニューカッスル病生ワクチン（シード） 株式会社インターベット 平成22年8月3日 SSLV10300

ノビリス　ＭＡ５＋ＣＬＯＮＥ３０・１００
０

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

株式会社インターベット 平成22年9月7日 SSLV12200

ノビリス　ＩＢｍｕｌｔｉ＋ＮＤ
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価混合（油
性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成25年2月6日 SSLV12500

ノビリス　ＩＢｍｕｌｔｉ＋ＮＤ＋ＥＤＳ
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・産卵低
下症候群-１９７６混合（油性アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社インターベット 平成25年2月6日 SSLV12800

炭そ予防液「ＫＭＢ」 炭疽生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成23年5月11日 SSLV02800

豚コレラ生ウイルス乾燥予防液 豚コレラ生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成23年7月4日 SSLV04300

動物用日脳ＴＣワクチン「ＫＭＢ」 日本脳炎不活化ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成24年12月6日 SSLV04500

ＮＤ生ワクチン「ＫＭＢ」Ｓ ニューカッスル病生ワクチン（シード） KMバイオロジクス株式会社 平成22年8月25日 SSLV10300

ニューカッスル・ＩＢ混合生ワクチン
「ＫＭＢ」

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成22年7月20日 SSLV12200

オイルバックスNB２
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価混合
（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成23年12月16日 SSLV12500

オイルバックス NB2G
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏伝染
性ファブリキウス嚢病混合（油性アジュバント加）不活
化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成24年12月11日 SSLV12900

オイルバックス NB2GR
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏伝染
性ファブリキウス嚢病・トリレオウイルス感染症混合
（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

KMバイオロジクス株式会社 平成26年7月1日 SSLV13300

狂犬病ＴＣワクチン「ＫＭＢ」 狂犬病組織培養不活化ワクチン（シード) KMバイオロジクス株式会社 平成25年5月8日 SSLV17500

豚コレラ生ワクチン「科飼研」 豚コレラ生ワクチン（シード） 株式会社　科学飼料研究所 平成24年3月27日 SSLV04300

ニューカッスル病生ウイルス予防液 ニューカッスル病生ワクチン（シード） 株式会社　科学飼料研究所 平成24年10月3日 SSLV10300

ＮＤ・ＩＢ生ワクチン｢ＮＰ｣
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年11月26日 SSLV12200

ＮＢオイル「ＮＰ」
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合（油性ア
ジュバント加）不活化ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年10月22日 SSLV12400

ＮＤ・ＩＢ・コリーザＡＣ型ワクチン「Ｎ
Ｐ」

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コ
リーザ（A・C型菌処理）混合（アジュバント加）不活化
ワクチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成24年10月22日 SSLV15400

ＮＤ・ＩＢ・コリーザＡＣ型オイル「ＮＰ」
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コ
リーザ（A・C型）混合（油性アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成25年1月16日 SSLV15500



オイルバスターＮＢＡＣ
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コ
リーザ（A・C型）混合（油性アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

株式会社　科学飼料研究所 平成26年10月24日 SSLV15500

スワイバック　Ｃ 豚コレラ生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成23年6月27日 SSLV04300

ポールバック　ＮＣＤ　Ｂ１ ニューカッスル病生ワクチン（シード） 共立製薬株式会社 平成22年7月12日 SSLV10300

ポールバック　コンビ
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

共立製薬株式会社 平成22年3月3日 SSLV12200

日生研日脳・馬ゲタ混合不活化ワク
チン

日本脳炎・ゲタウイルス感染症混合不活化ワクチン
（シード）

日生研株式会社 平成24年11月5日 SSLV03900

豚コレラ生ワクチン 豚コレラ生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年6月27日 SSLV04300

日生研日本脳炎生ワクチン 日本脳炎生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成23年12月16日 SSLV04400

日生研日本脳炎ＴＣ不活化ワクチン 日本脳炎不活化ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成25年3月13日 SSLV04500

日生研ニューカッスル生ワクチンＳ ニューカッスル病生ワクチン（シード） 日生研株式会社 平成22年8月3日 SSLV10300

日生研ＮＢ生ワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

日生研株式会社 平成23年2月18日 SSLV12200

日生研ＮＢ不活化オイルワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合（油性ア
ジュバント加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成24年5月15日 SSLV12400

日生研ＮＢＢＡＣ不活化ワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏伝染
性コリーザ（Ａ・Ｃ型）混合（アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

日生研株式会社 平成24年7月4日 SSLV15800

日生研ＮＢＢＥＧ不活化オイルワクチ
ン

ニュ－カッスル病・鶏伝染性気管支炎２価・鶏伝染
性ファブリキウス嚢病・産卵低下症候群－1976混合
（油性アジュバント加）不活化ワクチン（シード）

日生研株式会社 平成25年9月27日 SSLV13150

日生研狂犬病ＴＣワクチン 狂犬病組織培養不活化ワクチン（シード) 日生研株式会社 平成25年5月8日 SSLV17500

牛疫組織培養予防液 牛疫生ワクチン（シード）
国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構

平成30年7月25日 SSLV01300

豚コレラワクチン－KB 豚コレラ生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成23年8月26日 SSLV04300

“京都微研„ 日本脳炎ワクチン 日本脳炎生ワクチン（シード） 株式会社　微生物化学研究所 平成25年1月22日 SSLV04400

“京都微研„ 豚死産３種混合生
ワクチン

日本脳炎・豚パルボウイルス感染症・豚ゲタウイ株式会社　微生物化学研究所 平成24年10月3日 SSLV06400

“京都微研„NB生ワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成27年8月18日 SSLV12200

“京都微研„ ニワトリ４種混合ワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コ
リーザ（Ａ・Ｃ型）液状混合（アジュバント加）不活化ワ
クチン（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年7月4日 SSLV15300

“京都微研„ ニワトリ５種混合オイル
ワクチン－Ｃ

ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎・鶏伝染性コ
リーザ（Ａ・Ｃ型）・マイコプラズマ・ガリセプチカム感
染症混合（油性アジュバント加）不活化ワクチン
（シード）

株式会社　微生物化学研究所 平成24年8月30日 SSLV16100

狂犬病ワクチン－ＴＣ 狂犬病組織培養不活化ワクチン（シード) 株式会社　微生物化学研究所 平成25年5月8日 SSLV17500



豚コレラ生ウイルス乾燥予防液 豚コレラ生ワクチン（シード） 松研薬品工業株式会社 平成23年8月1日 SSLV04300

アビＶＧ/ＧＡ ニューカッスル病生ワクチン（シード）
べーリンガーインゲルハイムア
ニマルヘルスジャパン株式会
社

平成27年1月23日 SSLV10300

アビＶＧ/ＧＡ　ネオ ニューカッスル病生ワクチン（シード）
べーリンガーインゲルハイムア
ニマルヘルスジャパン株式会
社

平成29年6月8日 SSLV10300

松研狂犬病ＴＣワクチン 狂犬病組織培養不活化ワクチン（シード) 松研薬品工業株式会社 平成25年5月8日 SSLV17500

ＮＢ（Ｃ）混合生ワクチン
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成22年4月9日 SSLV12200

ＮＢ生ワクチン（Ｂ１＋Ｈ１２０Ｇ）
ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチ
ン（シード）

ワクチノーバ株式会社 平成25年1月18日 SSLV12200


