
令和２年７月３１日時点

1 acephate アセフェート 34 cis-chlordane シスクロルデン

2 alachlor アラクロール 35 cis-heptachlor epoxide シスヘプタクロルエポキシド

3 aldicarb アルジカルブ 36 cyanophos シアノホス

4 aldrin アルドリン 37 cyfluthrin シフルトリン

5 alpha-BHC α－ＢＨＣ 38 cypermethrin シペルメトリン

6 alpha-endosulfan α－エンドスルファン 39 DCPA プロパニル

7 ametryn アメトリン 40 DEET ディート

8 atrazine アトラジン 41 delta-BHC δ－ＢＨＣ

9 azinphos-ethyl アジンホスエチル 42 deltamethrin デルタメトリン

10 azinphos-methyl アジンホスメチル 43 demeton-s-methyl デメトン－Ｓ－メチル

11 bendiocarb ベンジオカルブ 44 diazinon ダイアジノン

12 beta-BHC β－ＢＨＣ 45 dichlorvos ジクロルボス

13 beta-endosulfan β－エンドスルファン 46 dicofol ジコホール

14 bifenazate ビフェナゼート 47 dicrotophos ジクロトホス

15 bifenthrin ビフェントリン 48 dieldrin ディルドリン

16 bromacil ブロマシル 49 dimethoate ジメトエート

17 bromophos-ethyl ブロモホスエチル 50 dioxathion ジオキサチオン

18 bromopropylate ブロモプロピレート 51 disulfoton ジスルホトン

19 buprofezin ブプロフェジン 52 ditalimfos ジタリムホス

20 butachlor ブタクロール 53 endosulfan sulfate エンドスルファンサルフェート

21 cadusafos カズサホス 54 endrin エンドリン

22 carbaryl カルバリル 55 EPN ＥＰＮ

23 carbendazim カルベンダジム 56 ethion エチオン

24 carbofuran カルボフラン 57 ethoprofos エトプロホス

25 carboxin カルボキシン 58 etrimfos エトリムホス

26 chlorfenapyr クロルフェナピル 59 fenchlorphos フェンクロルホス

27 chlorfenvinphos クロルフェンビンホス 60 fenitrothion フェニトロチオン

28 chlorobenzilate クロロベンジレート 61 fenobucarb フェノブカルブ

29 chloroneb クロロネブ 62 fenpropathrin フェンプロパトリン

30 chlorothalonil クロロタロニル 63 fenthion フェンチオン

31 chlorpropham クロルプロファム 64 fenvalerate フェンバレレート

32 chlorpyrifos クロルピリホス 65 fipronil フィプロニル

33 chlorpyrifos-methyl クロルピリホスメチル 66 folpet ホルペット

67 fosthiazate ホスチアゼート 101 phosalone ホサロン

　輸入通関時の青果物の残留農薬検査に関するガイドライン
(※)

に基づき

タイ政府が分析を実施する134物質
　(※）「食品医薬品検査所における残留農業有害物質を含有している可能性がある輸入生鮮野菜および果物監視施策に従ったガイドライン」
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令和２年７月３１日時点

68 gamma-BHC γ－ＢＨＣ 102 phosmet ホスメット

69 glyphosate グリホサート 103 phosphamidon ホスファミドン

70 heptachlor ヘプタクロル 104 picoxystrobin ピコキシストロビン

71 heptenophos ヘプテノホス 105 pirimiphos-ethyl ピリミホスエチル

72 hexachlorobenzene ヘキサクロロベンゼン 106 pirimiphos-methyl ピリミホスメチル

73 hexazinone ヘキサジノン 107 pp'-DDE ｐｐ’－ＤＤＥ

74 3-hydroxy carbofuran 3-ヒドロキシカルボフラン 108 pp'-DDT ｐｐ’－ＤＤＴ

75 isofenphos イソフェンホス 109 pp'-TDE ｐｐ’－ＴＤＥ

76 isoprocarb イソプロカルブ 110 profenofos プロフェノホス

77 isoxathion イソキサチオン 111 propachlor プロパクロール

78 lambda-cyhalothrin λｰシハロトリン 112 propargite プロパルギット

79 malathion マラチオン 113 propetamphos プロペタンホス

80 metacrifos メタクリホス 114 prothiofos プロチオホス

81 metalaxyl メタラキシル 115 pyrimethanil ピリメタニル

82 methamidophos メタミドホス 116 quinalphos キナルホス

83 methidathion メチダチオン 117 quintozene キントゼン

84 methiocarb メチオカルブ 118 simazine シマジン

85 methomyl メソミル 119 tebufenpyrad テブフェンピラド

86 methoxychlor メトキシクロール 120 tecnazene テクナゼン

87 metolachlor メトラクロール 121 terbacil ターバシル

88 metribuzin メトリブジン 122 terbufos テルブホス

89 mevinphos メビンホス 123 tetrachlorvinphos テトラクロルビンホス

90 monocrotophos モノクロトホス 124 tetradifon テトラジホン

91 naled ナレド 125 thiabendazole チアベンダゾール

92 omethoate オメトエート 126 thiometon チオメトン

93 oxamyl オキサミル 127 thiophanate-methyl チオファネートメチル

94 oxy-chlordane オキシクロルデン 128 tolclofos-methyl トルクロホスメチル

95 paraquat パラコート 129 tolylfluanid トリルフルアニド

96 parathion パラチオン 130 trans-chlordane トランスクロルデン

97 parathion-methyl パラチオンメチル 131 trans-heptachlor epoxide トランスヘプタクロルエポキシド

98 permethrin ペルメトリン 132 triadimefon トリアジメホン

99 phenthoate フェントエート 133 triazophos トリアゾホス

100 phorate ホレート 134 trifluralin トリフルラリン

（注）この輸入通関時の青果物の残留農薬検査に関するガイドライン(※)に基づきタイ政府が分析を実施する134物質のリスト

は、情報提供を目的に、農林水産省輸出先国規制対策課が作成したものです。タイ政府が掲載しているリストの原本（タイ語）

は以下のリンクをご覧下さい。

http://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Shared%20Documents/Other/2020/Pesticides110ver.1.pdf
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