
①日本

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
日本

基準値(ppm)
(230301時点)

日本
基準値(ppm)
(230201時点)

温州みかん PROPARGITE プロパルギット(BPPS) 4# 0.2
温州みかん MANDIPROPAMID マンジプロパミド 3# 0.3
いちご FLUTIANIL フルチアニル 0.3 0.5
もも PROPARGITE プロパルギット(BPPS) 5## 0.1
メロン MANDIPROPAMID マンジプロパミド 0.5# 0.01
トマト FLUTIANIL フルチアニル 0.2 0.3

# （温州みかん）外果皮を含む。（メロン）果皮を含む。## (もも)果皮及び種子を含む。



②CODEX

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
CODEX

基準値(ppm)
(230301時点)

CODEX
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



③香港

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
香港

基準値(ppm)
(230301時点)

香港
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



④台湾

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
台湾

基準値(ppm)
(230301時点)

台湾
基準値(ppm)
(230201時点)

コメ IPFENCARBAZONE イプフェンカルバゾン [米類］0.02 不検出
コメ TETRANILIPROLE テトラニリプロール [米類］0.02 不検出
コメ PYRIFTALID ピリフタリド [米類］0.02 不検出
コメ PROPYRISULFURON プロピリスルフロン [米類］0.05 不検出
りんご AFIDOPYROPEN アフィドピロペン 0.02 不検出
りんご ISOPYRAZAM イソピラザム 3.0 不検出
りんご ISOFETAMID イソフェタミド 0.6 不検出
りんご PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 1.0 不検出
温州みかん PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 1.5 不検出
なし AFIDOPYROPEN アフィドピロペン 0.02 不検出
なし PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 1.0 不検出
いちご ISOFETAMID イソフェタミド 4.0 不検出
いちご PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 3.0 不検出
ぶどう THIACLOPRID チアクロプリド 1.0 0.01
ぶどう PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 2.0 不検出
ぶどう BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL ベンチアバリカルブイソプロピル 1.5 不検出
もも AFIDOPYROPEN アフィドピロペン 0.02 不検出
もも ISOFETAMID イソフェタミド 3.0 不検出
もも CYANTRANILIPROLE シアントラニリプロール 1.5 不検出
もも PYRAZIFLUMID ピラジフルミド 2.0 不検出
メロン AFIDOPYROPEN アフィドピロペン 0.05 不検出
メロン CYFLUMETOFEN シフルメトフェン 0.5 0.01
メロン FLUTIANIL フルチアニル 0.07 不検出
茶 THIACLOPRID チアクロプリド 10.0 0.05
トマト AFIDOPYROPEN アフィドピロペン 0.15 不検出
たまねぎ FLUFENOXURON フルフェノクスロン 0.05 0.01

注1：230201時点の基準値は230301時点の新規対象の追加により空欄となっている。



⑤韓国

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
韓国

基準値(ppm)
(230301時点)

韓国
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑥中国

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
中国

基準値(ppm)
(230301時点)

中国
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑦シンガポール

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
シンガポール
基準値(ppm)
(230301時点)

シンガポール
基準値(ppm)
(230201時点)

コメ IMAZETHAPYR AMMONIUM イマゼタピルアンモニウム塩 ［米］0.1※1 ［米］0.1 （修正）
コメ OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル [穀]0.5 不検出 （修正）

コメ CYANTRANILIPROLE シアントラニリプロール
［籾］0.01※1
［精］0.01※1

［籾］0.01
［精］0.01

（修正）

コメ SPINETORAM スピネトラム ［籾］0.02※1 ［籾］0.02 （修正）
コメ DIELDRIN ディルドリン ［穀］0.02 不検出 （修正）
コメ MESOTRIONE メソトリオン ［籾］0.01※1 ［籾］0.01 （修正）
コメ BROMIDE 臭素 [穀]50 不検出 （修正）
りんご OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 0.5 不検出 （修正）
りんご THIODICARB and METHOMYL チオジカルブ及びメソミル 5 0.3 （修正）
りんご DIELDRIN ディルドリン 0.05 不検出 （修正）
かんきつ類 OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 0.5 不検出 （修正）
かんきつ類 DIELDRIN ディルドリン 0.05 不検出 （修正）
かんきつ類 FENAZAQUIN フェナザキン 0.5 不検出 （修正）
温州みかん OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 0.5 不検出 （修正）
温州みかん DIELDRIN ディルドリン 0.05 不検出 （修正）
温州みかん FENAZAQUIN フェナザキン 0.5 不検出 （修正）
なし DIMETHOATE ジメトエート 1 2 （修正）
なし DIELDRIN ディルドリン 0.05 不検出 （修正）
なし PHOSALONE ホサロン 2 不検出 （修正）
なし METHOMYL メソミル 0.3 不検出 （修正）
いちご OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 0.1 不検出 （修正）
ぶどう OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 1 不検出 （修正）

ぶどう
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

2 5 （修正）

ぶどう CYHEXATIN シヘキサチン 2 不検出 （修正）
ぶどう PIRIMIPHOS-METHYL ピリミホスメチル 1 不検出 （修正）
ぶどう BENOMYL ベノミル 2 5 （修正）
もも OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 1 不検出 （修正）
メロン IMIDACLOPRID イミダクロプリド 1 0.2 （修正）
メロン OXYDEMETON-METHYL オキシデメトンメチル 0.1 不検出 （修正）

メロン
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

0.05 2 （修正）

メロン DITHIOCARBAMATES ジチオカルバメート 2 0.5 （修正）
メロン DIFENOCONAZOLE ジフェノコナゾール 0.2 0.7 （修正）
メロン CYROMAZINE シロマジン 2 0.5 （修正）
メロン SPINETORAM スピネトラム 0.01※1 0.01 （修正）
メロン DIELDRIN ディルドリン 0.1 不検出 （修正）
メロン TEBUCONAZOLE テブコナゾール 0.2 0.15 （修正）
メロン TEFLUBENZURON テフルベンズロン 0.5 0.3 （修正）
メロン PYRIPROXYFEN ピリプロキシフェン 0.05 0.07 （修正）
メロン FENAZAQUIN フェナザキン 0.2 不検出 （修正）
メロン FENOXYCARB フェノキシカルブ 0.05 不検出 （修正）
メロン FENPYROXIMATE フェンピロキシメート 0.3 0.2 （修正）
メロン HEXYTHIAZOX ヘキシチアゾクス 0.5 0.05 （修正）
メロン BENALAXYL ベナラキシル 0.2 0.3 （修正）
メロン PENCONAZOLE ペンコナゾール 0.1 0.15 （修正）
メロン METHOMYL メソミル 0.1 不検出 （修正）
メロン LUFENURON ルフェヌロン 0.09 0.4 （修正）
かんしょ SPIROMESIFEN スピロメシフェン 0.02※1 0.02 （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
シンガポール
基準値(ppm)
(230301時点)

シンガポール
基準値(ppm)
(230201時点)

かんしょ DIELDRIN ディルドリン 0.1 不検出 （修正）

ながいも
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

3 不検出 （修正）

ながいも DICHLORVOS and NALED ジクロルボス及びナレド 0.5 不検出 （修正）
ながいも DIQUAT ジクワット 0.05 不検出 （修正）
ながいも DIMETHOATE ジメトエート 2 不検出 （修正）
ながいも DIAZINON ダイアジノン 0.5 不検出 （修正）
ながいも DIELDRIN ディルドリン 0.1 不検出 （修正）
ながいも TRICHLORFON トリクロルホン 0.1 不検出 （修正）
ながいも PARATHION パラチオン 0.7 不検出 （修正）
トマト ETHOPROPHOS エトプロホス 0.01※1 0.01 （修正）
トマト CHLORPYRIFOS-METHYL クロルピリホスメチル 0.5 1 （修正）
トマト CHLORFENVINPHOS クロルフェンビンホス 0.1 不検出 （修正）
トマト DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN デルタメトリン及びトラロメトリン 0.05 0.3 （修正）
トマト PIRIMIPHOS-METHYL ピリミホスメチル 1 2 （修正）
トマト METHIOCARB メチオカルブ 0.1 2 （修正）
たまねぎ IPRODIONE イプロジオン 0.1 4 （修正）
たまねぎ ETHION エチオン 1 不検出 （修正）

たまねぎ
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

0.1 3 （修正）

たまねぎ DIMETHENAMID ジメテナミド 0.01※1 0.01 （修正）
たまねぎ SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.01※1 0.01 （修正）
たまねぎ THIABENDAZOLE チアベンダゾール 0.1 2 （修正）
たまねぎ FLUMIOXAZIN フルミオキサジン 0.02※1 0.02 （修正）
たまねぎ BENOMYL ベノミル 0.1 3 （修正）
たまねぎ METALAXYL and MEFENOXAM メタラキシル及びメフェノキサム 0.05 0.3 （修正）
たまねぎ METHIOCARB メチオカルブ 0.1 0.5 （修正）

※1：検出限界値



⑧マレーシア

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
マレーシア

基準値(ppm)
(230301時点)

マレーシア
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑨インドネシア

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
インドネシア
基準値(ppm)
(230301時点)

インドネシア
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑩タイ

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
タイ

基準値(ppm)
(230301時点)

タイ
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑪ベトナム

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ベトナム

基準値(ppm)
(230301時点)

ベトナム
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑫フィリピン

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
フィリピン

基準値(ppm)
(230301時点)

フィリピン
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑬インド

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
インド

基準値(ppm)
(230301時点)

インド
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑭米国

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
米国

基準値(ppm)
(230301時点)

米国
基準値(ppm)
(230201時点)

コメ ISOXADIFEN-ETHYL イソキサジフェンエチル
[米]0.10
[籾]0.50

[米]0.10
[籾]0.5

（修正）

コメ IPRODIONE イプロジオン
[米]10.0
[籾]50.0

[米]10.0
[籾]50

（修正）

コメ ETOFENPROX エトフェンプロックス [米]0.01
[米]0.01
[包]5.0

（修正）

コメ SULFENTRAZONE スルフェントラゾン ［穀］0.15 不検出 （修正）

コメ SULFOXAFLOR スルホキサフロル
［米］5
［籾］15

［穀］5
［籾］15

（修正）

コメ BENSULFURON-METHYL ベンスルフロンメチル ［米］0.02 不検出 （修正）

コメ METHOXYFENOZIDE メトキシフェノジド
［米］30
［籾］55

[米]0.50 （修正）

りんご GLUFOSINATE グルホシネート 0.25 0.05 （修正）
温州みかん ETOXAZOLE エトキサゾール 0.10 不検出 （修正）
温州みかん DIMETHOATE ジメトエート 2.0 不検出 （修正）
温州みかん NALED ナレド 3 0.5 （修正）
いちご CYANTRANILIPROLE シアントラニリプロール 1.5 2.0 （修正）
いちご SULFENTRAZONE スルフェントラゾン 0.15 不検出 （修正）

ぶどう
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-
TEFURYL

キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル 0.1 不検出 （修正）

ぶどう CYAZOFAMID シアゾファミド 1.5 不検出 （修正）
ぶどう CYANTRANILIPROLE シアントラニリプロール 2.0(wine) 不検出 （修正）
ぶどう DICHLORAN ジクロラン 10 不検出 （修正）
ぶどう SULFENTRAZONE スルフェントラゾン 0.15 不検出 （修正）
ぶどう DIAZINON ダイアジノン 0.75 不検出 （修正）
ぶどう PYRIOFENONE ピリオフェノン 0.8 1.5 （修正）
ぶどう VINCLOZOLIN ビンクロゾリン 6.0(wine) 不検出 （修正）
ぶどう FLUAZINAM フルアジナム 3.0(wine) 不検出 （修正）
ぶどう PERMETHRIN ペルメトリン 2 不検出 （修正）
もも CHLORANTRANILIPROLE クロラントラニリプロール 4.0 2.5 （修正）
もも DICHLORAN ジクロラン 10 不検出 （修正）
もも SULFOXAFLOR スルホキサフロル 3 不検出 （修正）
もも THIACLOPRID チアクロプリド 0.5 0.030 （修正）
メロン ETHEPHON エテホン 2.0 不検出 （修正）
メロン THIABENDAZOLE チアベンダゾール 15.0 0.02 （修正）
メロン FLUDIOXONIL フルジオキソニル 0.45 0.03 （修正）
メロン BENZOVINDIFLUPYR ベンゾビンジフルピル 0.30 0.3 （修正）
かんしょ DICHLORAN ジクロラン 10 不検出 （修正）
かんしょ THIABENDAZOLE チアベンダゾール 3 10 （修正）
かんしょ BROFLANILIDE ブロフラニリド 0.04 不検出 （修正）
ながいも CHLOROTHALONIL クロロタロニル（TPN） 0.10 不検出 （修正）
トマト ACIBENZOLARS-METHYL アシベンゾラルS-メチル 1.0 1 （修正）
トマト ACETAMIPRID アセタミプリド 0.20 0.2 （修正）
トマト AMISULBROM アミスルブロム 0.50 0.5 （修正）
トマト ISOPYRAZAM イソピラザム 0.50 0.5 （修正）
トマト IPROVALICARB イプロバリカルブ 1.0 1 （修正）
トマト IMIDACLOPRID イミダクロプリド 1.0 1 （修正）
トマト INDOXACARB インドキサカルブ 0.50 0.5 （修正）
トマト ETHEPHON エテホン 2.0 2 （修正）
トマト ETOFENPROX エトフェンプロックス 5.0 5 （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
米国

基準値(ppm)
(230301時点)

米国
基準値(ppm)
(230201時点)

トマト OXATHIAPIPROLIN オキサチアピプロリン 0.50 0.5 （修正）
トマト CARFENTRAZONE-ETHYL カルフェントラゾンエチル 0.10 0.1 （修正）
トマト GLYPHOSATE グリホサート 0.10 0.1 （修正）
トマト CLETHODIM クレトジム 1.0 1 （修正）
トマト CLOTHIANIDIN クロチアニジン 0.20 0.2 （修正）
トマト CYANTRANILIPROLE シアントラニリプロール 2.0 2 （修正）
トマト DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン 0.25(streptomycin) 不検出 （修正）
トマト DIFENOCONAZOLE ジフェノコナゾール 0.60 0.6 （修正）
トマト DIFENZOQUAT ジフェンゾコート 不検出 1 （修正）
トマト CYFLUTHRIN シフルトリン 0.20 0.2 （修正）
トマト CYFLUFENAMID シフルフェナミド 0.20 0.2 （修正）
トマト DIMETHOATE ジメトエート 2.0 2 （修正）
トマト STREPTOMYCIN ストレプトマイシン 0.25 不検出 （修正）
トマト SPINETORAM スピネトラム 0.40 0.4 （修正）
トマト SPINOSAD スピノサド 0.40 0.4 （修正）
トマト SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.70 0.7 （修正）
トマト SETHOXYDIM セトキシジム 4.0 4 （修正）
トマト ZOXAMIDE ゾキサミド 2.0 2 （修正）
トマト TETRACONAZOLE テトラコナゾール 0.30 0.3 （修正）
トマト TEBUFENOZIDE テブフェノジド 1.0 1 （修正）
トマト TOLYLFLUANID トリルフルアニド 2.0 2 （修正）
トマト PYDIFLUMETOFEN ピジフルメトフェン 0.60 0.6 （修正）
トマト BIFENAZATE ビフェナゼート 4.0 4 （修正）
トマト PYRIOFENONE ピリオフェノン 0.2 0.3 （修正）
トマト PYRIDALYL ピリダリル 1.0 1 （修正）
トマト PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.30 0.3 （修正）
トマト PYRIPROXYFEN ピリプロキシフェン 0.80 0.8 （修正）
トマト PYRIMETHANIL ピリメタニル 0.50 0.5 （修正）
トマト PYRETHRINS ピレトリン 1.0 1 （修正）
トマト FAMOXADONE ファモキサドン 1.0 1 （修正）
トマト FENAMIDONE フェンアミドン 1.0 1 （修正）
トマト FENPYROXIMATE フェンピロキシメート 0.20 0.2 （修正）
トマト FENPROPATHRIN フェンプロパトリン 1.0 1 （修正）
トマト BUPROFEZIN ブプロフェジン 2.0 2 （修正）
トマト FLUOPYRAM フルオピラム 1.0 1 （修正）
トマト FLUDIOXONIL フルジオキソニル 5.0 5 （修正）
トマト FLUTRIAFOL フルトリアホール 1.0 1 （修正）
トマト FLUBENDIAMIDE フルベンジアミド 0.60 0.6 （修正）
トマト PROPICONAZOLE プロピコナゾール 3.0 3 （修正）
トマト HEXYTHIAZOX ヘキシチアゾクス 0.50 0.5 （修正）
トマト BENALAXYL ベナラキシル 0.20 0.2 （修正）
トマト PERMETHRIN ペルメトリン 2.0 2 （修正）
トマト PENTHIOPYRAD ペンチオピラド 3.0 3 （修正）
トマト BOSCALID ボスカリド 3.0 3 （修正）
トマト FOLPET ホルペット 25.0 25 （修正）
トマト MANDIPROPAMID マンジプロパミド 1.0 1 （修正）
トマト MYCLOBUTANIL ミクロブタニル 0.30 0.3 （修正）
トマト METAFLUMIZONE メタフルミゾン 0.60 0.6 （修正）
トマト METALAXYL and MEFENOXAM メタラキシル及びメフェノキサム 1.0 1 （修正）
トマト METHOXYFENOZIDE メトキシフェノジド 2.0 2 （修正）
トマト METOLACHLOR メトラクロール 0.10 0.1 （修正）
トマト METRAFENONE メトラフェノン 0.90 0.9 （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
米国

基準値(ppm)
(230301時点)

米国
基準値(ppm)
(230201時点)

トマト RESMETHRIN レスメトリン 3.0 3 （修正）
トマト BROMIDE 臭素 20.0 20 （修正）
たまねぎ AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 1.0 1 （修正）
たまねぎ CARFENTRAZONE-ETHYL カルフェントラゾンエチル 0.10 0.1 （修正）
たまねぎ GLYPHOSATE グリホサート 0.20 0.2 （修正）
たまねぎ CLETHODIM クレトジム 0.50 0.5 （修正）
たまねぎ CYAZOFAMID シアゾファミド 2.0 2 （修正）
たまねぎ DIFENOCONAZOLE ジフェノコナゾール 0.20 0.2 （修正）
たまねぎ DIFENZOQUAT ジフェンゾコート 不検出 0.3 （修正）
たまねぎ SPINETORAM スピネトラム 0.10 0.1 （修正）
たまねぎ SPINOSAD スピノサド 0.10 0.1 （修正）
たまねぎ SPIROTETRAMAT スピロテトラマト 0.80 0.8 （修正）
たまねぎ SETHOXYDIM セトキシジム 1.0 1 （修正）
たまねぎ PICOXYSTROBIN ピコキシストロビン 0.50 0.5 （修正）
たまねぎ PYRIPROXYFEN ピリプロキシフェン 0.70 0.7 （修正）
たまねぎ FENAMIDONE フェンアミドン 0.20 0.2 （修正）
たまねぎ FLUAZINAM フルアジナム 0.20 0.2 （修正）
たまねぎ FLUAZIFOP-BUTYL フルアジホップブチル(フルアジホップP) 0.50 0.5 （修正）
たまねぎ FLUOPICOLIDE フルオピコリド 7.0 7 （修正）
たまねぎ FLUOPYRAM フルオピラム 0.40 0.4 （修正）
たまねぎ FLUDIOXONIL フルジオキソニル 0.50 0.5 （修正）
たまねぎ PERMETHRIN ペルメトリン 0.10 0.1 （修正）
たまねぎ PENTHIOPYRAD ペンチオピラド 3.0 3 （修正）
たまねぎ BOSCALID ボスカリド 5.0 5 （修正）
たまねぎ FOLPET ホルペット 2.0 2 （修正）
たまねぎ MALEIC HYDRAZIDE マレイン酸ヒドラジド 15.0 15 （修正）
たまねぎ METALAXYL and MEFENOXAM メタラキシル及びメフェノキサム 3.0 3 （修正）
たまねぎ METOLACHLOR メトラクロール 0.10 0.1 （修正）
たまねぎ MEFENOXAM メフェノキサム 3.0 3 （修正）
たまねぎ RESMETHRIN レスメトリン 3.0 3 （修正）
たまねぎ BROMIDE 臭素 20.0 20 （修正）



⑮カナダ

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
カナダ

基準値(ppm)
(230301時点)

カナダ
基準値(ppm)
(230201時点)

りんご PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.07 0.1
かんきつ類 PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.7 0.1
かんきつ類 FENAZAQUIN フェナザキン 0.4 0.1
温州みかん PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.7 0.1
温州みかん FENAZAQUIN フェナザキン 0.4 0.1
なし PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.7 0.1
いちご FENAZAQUIN フェナザキン 2.0 0.1
ぶどう PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.3 0.1
ぶどう FENAZAQUIN フェナザキン 0.7 0.1
もも PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.04 0.1
もも FENAZAQUIN フェナザキン 2.0 0.1
メロン PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.07 0.1
メロン FENAZAQUIN フェナザキン 0.3 0.1
茶 PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 20 0.1
かんしょ PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.02 0.1
ながいも PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.02 0.1
トマト PYRIFLUQUINAZON ピリフルキナゾン 0.3 0.1



⑯オーストラリア

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
オーストラリア
基準値(ppm)
(230301時点)

オーストラリア
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑰ニュージーランド

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ニュージーランド

基準値(ppm)
(230301時点)

ニュージーランド
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑱EU

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
EU

基準値(ppm)
(230301時点)

EU
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑲英国

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
英国

基準値(ppm)
(230301時点)

英国
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。



⑳ロシア

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ロシア

基準値(ppm)
(230301時点)

ロシア
基準値(ppm)
(230201時点)

コメ 2,4-D 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-PA)
[精]0.1
[穀]2.0

[穀]2.0 （修正）

コメ ACIBENZOLARS-METHYL アシベンゾラルS-メチル ［穀］0.1 基準値なし （修正）
コメ ISOPROTHIOLANE イソプロチオラン [米]1.5 [米]0.3 （修正）
コメ IPRODIONE イプロジオン ［玄］10.0 基準値なし （修正）
コメ ETHIPROLE エチプロール ［米］3.0 基準値なし （修正）
コメ CARBOFURAN カルボフラン ［精］0.1 基準値なし （修正）
コメ CYHALOFOP-BUTYL シハロホップブチル ［米］0.01 基準値なし （修正）
コメ TEBUFENOZIDE テブフェノジド [籾]0.1 基準値なし （修正）
コメ DEMETON-S-METHYL デメトン-S-メチル ［穀］0.35 基準値なし （修正）
コメ BISPYRIBAC-SODIUM ビスピリバックナトリウム塩 [米]0.1 基準値なし （修正）
コメ FENOXAPROP-ETHYL フェノキサプロップエチル ［穀］0.01 基準値なし （修正）

コメ FENTHION フェンチオン
[玄]0.005
[穀]0.15

[米]0.005
[穀]0.15

（修正）

コメ FLUXAPYROXAD フルキサピロキサド
[米]0.01
[穀]0.5

[穀]0.5 （修正）

コメ FLUCYTHRINATE フルシトリネート [穀]0.005 基準値なし （修正）

コメ FLUTOLANIL フルトラニル
［籾］10.0
［玄］2.0
［精］1.0

基準値なし （修正）

コメ HEXACHLOROBENZENE ヘキサクロロベンゼン [穀]0.01 基準値なし （修正）

コメ BENOMYL ベノミル
［米］0.5
[穀]0.5

[穀]0.5 （修正）

コメ BENSULFURON-METHYL ベンスルフロンメチル [米]0.02 基準値なし （修正）

コメ PHOXIM ホキシム
[穀]0.05
[穀]0.6※

[穀]0.05
[穀]0.6

（修正）

コメ METAMIFOP メタミホップ [米]0.1 基準値なし （修正）
コメ METRIBUZIN メトリブジン ［穀］0.1 基準値なし （修正）
コメ BROMIDE 臭素 [穀]50.0 [穀]50 （修正）
りんご AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 基準値なし 3.0 （修正）
りんご OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
りんご DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
りんご DINOCAP ジノカップ 1.0 基準値なし （修正）
りんご CYHALOTHRIN シハロトリン 0.2 0.3 （修正）
りんご DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
りんご SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.3 基準値なし （修正）
りんご HALOXYFOP ハロキシホップ 0.05 基準値なし （修正）
りんご FLUSILAZOLE フルシラゾール 0.3 基準値なし （修正）
りんご FLONICAMID フロニカミド 0.2 0.1 （修正）
りんご BENZOVINDIFLUPYR ベンゾビンジフルピル 0.2 基準値なし （修正）
りんご LUFENURON ルフェヌロン 0.2 0.04 （修正）
かんきつ類 AZINPHOS-METHYL アジンホスメチル 1.0 基準値なし （修正）
かんきつ類 ALDICARB and ALDOXYCARB アルジカルブ及びアルドキシカルブ 0.2 基準値なし （修正）
かんきつ類 OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 20.0 基準値なし （修正）

かんきつ類
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

1.0 2.0 （修正）

かんきつ類 DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
かんきつ類 DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
かんきつ類 SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.4 基準値なし （修正）
かんきつ類 HALOXYFOP ハロキシホップ 0.05 基準値なし （修正）
かんきつ類 FENPYROXIMATE フェンピロキシメート 0.2(oranges (including hybrids)) 基準値なし （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ロシア

基準値(ppm)
(230301時点)

ロシア
基準値(ppm)
(230201時点)

かんきつ類 PROPICONAZOLE プロピコナゾール 6.0 基準値なし （修正）
温州みかん OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 20.0 基準値なし （修正）
温州みかん DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
温州みかん DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
温州みかん SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.4 基準値なし （修正）
温州みかん PACLOBUTRAZOL パクロブトラゾール 基準値なし 0.5 （修正）
温州みかん HALOXYFOP ハロキシホップ 0.05 基準値なし （修正）
温州みかん FENPYROXIMATE フェンピロキシメート 0.2(oranges (including hybrids)) 基準値なし （修正）
なし ACETAMIPRID アセタミプリド 0.8 基準値なし （修正）
なし AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 基準値なし 3.0 （修正）
なし OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
なし DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
なし DINOCAP ジノカップ 1.0 基準値なし （修正）
なし CYHALOTHRIN シハロトリン 0.2 0.3 （修正）
なし DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
なし SULFOXAFLOR スルホキサフロル 0.3 基準値なし （修正）
なし HALOXYFOP ハロキシホップ 0.05 基準値なし （修正）
なし FLUSILAZOLE フルシラゾール 0.3 基準値なし （修正）
なし FLONICAMID フロニカミド 0.2 0.1 （修正）
なし BENZOVINDIFLUPYR ベンゾビンジフルピル 0.2 基準値なし （修正）
なし LUFENURON ルフェヌロン 0.2 基準値なし （修正）
かき 2,4-D 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 基準値なし 0.01 （修正）
かき AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 基準値なし 3.0 （修正）

かき
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

基準値なし 2.0 （修正）

かき GLUFOSINATE グルホシネート 0.05 0.2 （修正）
かき CLOTHIANIDIN クロチアニジン 基準値なし 0.05 （修正）
かき DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
かき CYPERMETHRIN シペルメトリン 基準値なし 0.2 （修正）
かき SIMAZINE シマジン(CAT) 基準値なし 0.2 （修正）
かき DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN デルタメトリン及びトラロメトリン 基準値なし 0.2 （修正）
かき TRIADIMEFON トリアジメホン 基準値なし 1.0 （修正）
かき HEXYTHIAZOX ヘキシチアゾクス 基準値なし 0.05 （修正）
いちご OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）

いちご
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, 
THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

1.0 2 （修正）

いちご GLYPHOSATE グリホサート 0.1 基準値なし （修正）
いちご DICHLORAN ジクロラン 基準値なし 0.06 （修正）
いちご DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
いちご DINOCAP ジノカップ 0.5 基準値なし （修正）
いちご DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
いちご NOVALURON ノバルロン 基準値なし 3.0 （修正）
いちご FENITROTHION フェニトロチオン（MEP） 基準値なし 0.01 （修正）
いちご FENHEXAMID フェンヘキサミド 15.0 基準値なし （修正）
ぶどう DDT(D.D.T.) DDT 基準値なし 0.1 （修正）
ぶどう AZINPHOS-METHYL アジンホスメチル 1.0 基準値なし （修正）
ぶどう AMETOCTRADIN アメトクトラジン 5.0 基準値なし （修正）
ぶどう IPROVALICARB イプロバリカルブ 2.0 基準値なし （修正）
ぶどう ENDOSULFAN エンドスルファン 0.002 基準値なし （修正）
ぶどう OXATHIAPIPROLIN オキサチアピプロリン 0.9 基準値なし （修正）
ぶどう OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
ぶどう DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ロシア

基準値(ppm)
(230301時点)

ロシア
基準値(ppm)
(230201時点)

ぶどう DINOCAP ジノカップ 1.0 基準値なし （修正）
ぶどう DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
ぶどう SULFOXAFLOR スルホキサフロル 2.0 基準値なし （修正）
ぶどう TETRACONAZOLE テトラコナゾール 0.25 基準値なし （修正）
ぶどう HALOXYFOP ハロキシホップ 0.05 基準値なし （修正）
ぶどう PYDIFLUMETOFEN ピジフルメトフェン 2.0 基準値なし （修正）
ぶどう FENITROTHION フェニトロチオン（MEP） 0.01 基準値なし （修正）
ぶどう FENHEXAMID フェンヘキサミド 15.0 基準値なし （修正）
ぶどう FLUSILAZOLE フルシラゾール 0.2 基準値なし （修正）
ぶどう BENZOVINDIFLUPYR ベンゾビンジフルピル 1.0 基準値なし （修正）
ぶどう MEFENTRIFLUCONAZOLE メフェントリフルコナゾール 0.01 基準値なし （修正）
もも DIQUAT ジクワット 基準値なし 0.05 （修正）
もも DINOCAP ジノカップ 0.1 基準値なし （修正）
もも CYHALOTHRIN シハロトリン 0.5 0.2 （修正）
もも DIMETHOATE ジメトエート 2.0 2 （修正）
もも HALOXYFOP ハロキシホップ 0.02 基準値なし （修正）
もも VINCLOZOLIN ビンクロゾリン 5.0 5 （修正）
もも FENHEXAMID フェンヘキサミド 10.0 基準値なし （修正）
もも BUPROFEZIN ブプロフェジン 9.0 9 （修正）
もも FLUOPYRAM フルオピラム 0.7 基準値なし （修正）
もも PENCONAZOLE ペンコナゾール 0.05 0.3 （修正）
もも BROMIDE 臭素 20.0 20 （修正）
メロン DDT(D.D.T.) DDT 基準値なし 0.1 （修正）
メロン AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 基準値なし 3.0 （修正）
メロン ENDRIN エンドリン 0.05 基準値なし （修正）
メロン OXATHIAPIPROLIN オキサチアピプロリン 0.2 基準値なし （修正）
メロン OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
メロン GLYPHOSATE グリホサート 0.3 基準値なし （修正）
メロン CHLORTHAL-DIMETHYL クロルタールジメチル 0.05 基準値なし （修正）
メロン DINOCAP ジノカップ 1.0 基準値なし （修正）
メロン CYHALOTHRIN シハロトリン 0.05 基準値なし （修正）
メロン TRIADIMENOL トリアジメノール 1.0 基準値なし （修正）
メロン NALED ナレド 0.1 基準値なし （修正）
メロン PYDIFLUMETOFEN ピジフルメトフェン 0.5 基準値なし （修正）
メロン PIRIMICARB ピリミカーブ 0.2 1.0 （修正）
メロン VINCLOZOLIN ビンクロゾリン 1.0 1 （修正）
メロン BOSCALID ボスカリド 3.0 基準値なし （修正）
茶 ALDRIN and DIELDRIN アルドリン及びディルドリン 0.02 基準値なし （修正）
茶 CHLORPYRIFOS クロルピリホス 2.0 基準値なし （修正）
茶 CYPERMETHRIN シペルメトリン 20.0 基準値なし （修正）
茶 PIRIMIPHOS-METHYL ピリミホスメチル 0.5 基準値なし （修正）
茶 FENPROPATHRIN フェンプロパトリン 2.0 0.01 （修正）
かんしょ GLYPHOSATE グリホサート 0.3 基準値なし （修正）
かんしょ CHLORTHAL-DIMETHYL クロルタールジメチル 0.05 基準値なし （修正）
ながいも OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
ながいも GLYPHOSATE グリホサート 0.3 基準値なし （修正）
ながいも CHLORTHAL-DIMETHYL クロルタールジメチル 0.05 基準値なし （修正）
トマト ACEPHATE アセフェート 1.0 1 （修正）
トマト AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 3.0 3 （修正）
トマト AMETOCTRADIN アメトクトラジン 2.0 基準値なし （修正）
トマト IPRODIONE イプロジオン 5.0 5 （修正）
トマト ETHEPHON エテホン 2.0 2 （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ロシア

基準値(ppm)
(230301時点)

ロシア
基準値(ppm)
(230201時点)

トマト OXAMYL オキサミル 2.0 2 （修正）
トマト OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
トマト CAPTAN キャプタン 5.0 5 （修正）
トマト QUINTOZENE キントゼン 3.0 3 （修正）
トマト CLETHODIM クレトジム 1.0 1 （修正）
トマト CHLORTHAL-DIMETHYL クロルタールジメチル 0.05 基準値なし （修正）
トマト CHLORPYRIFOS-METHYL クロルピリホスメチル 1.0 1 （修正）
トマト CHLOROTHALONIL クロロタロニル（TPN） 2.0 2 （修正）
トマト DIAFENTHIURON ジアフェンチウロン 0.05 基準値なし （修正）
トマト DICHLOFLUANID ジクロフルアニド 2.0 2 （修正）
トマト DIQUAT ジクワット 0.05 基準値なし （修正）
トマト DITHIOCARBAMATES ジチオカルバメート 2.0 2 （修正）
トマト DINOCAP ジノカップ 0.3 基準値なし （修正）
トマト DIMETHIPIN ジメチピン 0.05 基準値なし （修正）
トマト DIMETHOMORPH ジメトモルフ 1.0 基準値なし （修正）
トマト CYROMAZINE シロマジン 1.0 1 （修正）
トマト SPINOSAD スピノサド 0.3 0.03 （修正）
トマト SPIROTETRAMAT スピロテトラマト 2.0 2 （修正）
トマト SPIROMESIFEN スピロメシフェン 1.0 1 （修正）
トマト ZOXAMIDE ゾキサミド 2.0 2 （修正）
トマト THIODICARB and METHOMYL チオジカルブ及びメソミル 1.0 1 （修正）
トマト TEBUFENOZIDE テブフェノジド 1.0 1 （修正）
トマト TOLYLFLUANID トリルフルアニド 3.0 3 （修正）
トマト BIORESMETHRIN ビオレスメトリン 0.4 基準値なし （修正）
トマト BITERTANOL ビテルタノール 3.0 3 （修正）
トマト PIPERONYL BUTOXIDE ピペロニルブトキシド 2.0 2 （修正）
トマト PYRIPROXYFEN ピリプロキシフェン 1.0 1 （修正）
トマト VINCLOZOLIN ビンクロゾリン 3.0 3 （修正）
トマト FAMOXADONE ファモキサドン 1.0 1 （修正）
トマト FENVALERATE フェンバレレート 1.0 1 （修正）
トマト FENPROPATHRIN フェンプロパトリン 1.0 1 （修正）
トマト FENHEXAMID フェンヘキサミド 2.0 基準値なし （修正）
トマト BUPROFEZIN ブプロフェジン 1.0 1 （修正）
トマト FLUOPICOLIDE フルオピコリド 1.0 1 （修正）
トマト FLUDIOXONIL フルジオキソニル 1.0 1 （修正）
トマト PROCYMIDONE プロシミドン 5.0 5 （修正）
トマト PROPAMOCARB プロパモカルブ 10.0 10 （修正）
トマト PROPARGITE プロパルギット(BPPS) 2.0 2 （修正）
トマト PERMETHRIN ペルメトリン 1.0 1 （修正）
トマト PENTHIOPYRAD ペンチオピラド 2.0 2 （修正）
トマト BOSCALID ボスカリド 3.0 3 （修正）
トマト FOSETYL-ALUMINIUM(Fosetyl-Al) ホセチル 8.0 8 （修正）
トマト FOLPET ホルペット 3.0 3 （修正）
トマト MALEIC HYDRAZIDE マレイン酸ヒドラジド 8.0 8 （修正）
トマト MANDIPROPAMID マンジプロパミド 1.0 1 （修正）
トマト METHOMYL メソミル 1.0 1 （修正）
トマト FENBUTATIN OXIDE 酸化フェンブタスズ 1.0 1 （修正）
トマト BROMIDE 臭素 3.0 基準値なし （修正）
たまねぎ AZOXYSTROBIN アゾキシストロビン 10.0 10 （修正）
たまねぎ AMETOCTRADIN アメトクトラジン 0.5 基準値なし （修正）
たまねぎ OXINE-COPPER オキシン銅（有機銅） 5.0 基準値なし （修正）
たまねぎ CHLORTHAL-DIMETHYL クロルタールジメチル 0.05 基準値なし （修正）



品目 Pesticides name 農薬の有効成分
ロシア

基準値(ppm)
(230301時点)

ロシア
基準値(ppm)
(230201時点)

たまねぎ CHLORPYRIFOS クロルピリホス 0.2 基準値なし （修正）
たまねぎ DIMETHOMORPH ジメトモルフ 0.15 基準値なし （修正）
たまねぎ HALOXYFOP ハロキシホップ 0.2 基準値なし （修正）
たまねぎ PIRIMICARB ピリミカーブ 0.1 基準値なし （修正）
たまねぎ PYRIMETHANIL ピリメタニル 0.2 基準値なし （修正）
たまねぎ VINCLOZOLIN ビンクロゾリン 1.0 1 （修正）
たまねぎ FAMOXADONE ファモキサドン 1.0 1 （修正）
たまねぎ FLUOPICOLIDE フルオピコリド 1.0 1 （修正）
たまねぎ PROPAMOCARB プロパモカルブ 10.0 10 （修正）
たまねぎ BOSCALID ボスカリド 5.0 5 （修正）
たまねぎ FOLPET ホルペット 1.0 1 （修正）
たまねぎ MALATHION マラチオン（マラソン） 5.0 5 （修正）
たまねぎ METALAXYL and MEFENOXAM メタラキシル及びメフェノキサム 2.0 2 （修正）
たまねぎ MEFENOXAM メフェノキサム 2.0 2 （修正）

※ Cereal grain after processing in storage conditions.



㉑UAE

品目 Pesticides name 農薬の有効成分
UAE

基準値(ppm)
(230301時点)

UAE
基準値(ppm)
(230201時点)

注：今月更新なし。
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