
分類名 製品名 製造販売業者 有効成分 畜体適用の用法・用量 畜体適用の休薬期間 備考

ポリアップ16 あすかアニマルヘルス株式会社 ヨウ素グリシン複合体液
畜体・鶏体の消毒：2,000～5,000倍液で噴霧又は
散布する．

　

バイオシッド30 ゾエティス・ジャパン株式会社 ヨウ素 畜体・鶏体の殺菌・消毒：500～1,000倍液を噴霧

動物用ヨーチン・SFL 株式会社  科学飼料研究所 ヨウ素 本剤を５～10倍に消毒用アルコールで希釈し、１日
２～３回、患部及び皮膚に適量塗布する。

動物用イソジン液10％ ポビドンヨード(有効ヨウ素として10mg）
皮膚患部、手術部位：ポビドンヨードとして２％（有
効ヨウ素0.2％）となる水溶液を適量患部又は手術
部位に塗布又は噴霧する。

動物用イソジン液 ポビドンヨード（有効ヨウ素として２mg）
・皮膚患部、手術部位　：　本剤を適量患部又は
手術部位に塗布又は噴霧する。

動物用ネオヨジン液 ポビドンヨード（有効ヨウ素として0.2ｇ）
皮膚患部、手術部位：ポビドンヨードとして２％（有
効ヨウ素濃度0.2％）となる水溶液を適量患部又は
手術部位に塗布又は噴霧する。

動物用ポビドンヨード２％「KS」 ポビドンヨード
皮膚患部、手術部位：ポビドンヨードとして２％（有
効ヨウ素濃度0.2％）となる水溶液を適量患部又は
手術部位に塗布又は噴霧する。

PVPヨード液L（フジタ） フジタ製薬株式会社 ポビドン・ヨード（有効ヨウ素0.2ｇ）
皮膚患部、手術部位：本剤を適量患部又は手術
部位に塗布又は噴霧する。

ファインホール 共立製薬株式会社 ノノキシノール・ヨード（有効ヨウ素として1.75g）
外傷部位の消毒：有効ヨウ素として44～87.5ppm
（200～400倍希釈）となる水溶液で洗浄又は清拭
する。

キーエリアA 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン50%水溶液
　本剤は、用時下記の割合に水で希釈して使用す
る。
豚体：200～1,000倍水溶液を適量噴霧する。

豚　：　７日間 豚のみ使用可

モルホナイド50 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
2,500～15,000倍希釈）
　　豚：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
2,500～15,000倍希釈）
　　牛：有効成分として0.005～0.02％（本剤の2,500
～10,000倍希釈）
　　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として
0.05～0.1％（本剤の500～1,000倍希釈）となる温
湯液を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の2000～10000倍希釈）となる水溶液で適宜
湿布、清拭または洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の2,000～10,000倍希釈）となる水溶液で適
宜湿布、清拭または洗浄する。

牛、豚、馬、緬・山羊：５日
鶏：３日

ジークミン50 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
2,500～15,000倍希釈）
　　豚：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
2,500～15,000倍希釈）
　　牛：有効成分として0.005～0.02％（本剤の2,500
～10,000倍希釈）
　　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として
0.05～0.1％（本剤の500～1,000倍希釈）となる温
湯液を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の2,000～10,000倍希釈）となる水溶液で適
宜湿布、清拭または洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の2,000～10,000倍希釈）となる水溶液で適
宜湿布、清拭または洗浄する。

牛、豚、馬、緬・山羊：５日
鶏：３日

モルホナイド10 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の500
～3000倍希釈）
　豚：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の500
～3000倍希釈）
　牛：有効成分として0.005～0.02％（本剤の500～
2000倍希釈）
　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％（本剤の100～200倍希釈）となる温湯液を
畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の400～2000倍希釈）となる水溶液で適宜湿
布、清拭または洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の400～2000倍希釈）となる水溶液で適宜湿
布、清拭または洗浄する。

牛、豚、馬、緬・山羊：５日
鶏：３日

モルホナイド20 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
1,000～6,000倍希釈）
　豚：有効成分として0.00333～0.02％（本剤の
1,000～6,000倍希釈）
　牛：有効成分として0.005～0.02％（本剤の1,000
～4,000倍希釈）
　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％（本剤の200～400倍希釈）となる温湯液を
畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の800～4,000倍希釈）となる水溶液で適宜
湿布、清拭または洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（本剤の800～4,000倍希釈）となる水溶液で適宜
湿布、清拭または洗浄する。

牛、豚、馬、緬・山羊：５日
鶏：３日

クリンジャーム 株式会社　大阪製薬 塩化ジデシルジメチルアンモニウム水溶液（50％）

畜・鶏体の消毒：有効成分として0.005～0.02％とな
る水溶液（本品の500～2,000倍希釈液）を、畜・鶏
体に直接噴霧する。畜体表面の真菌の消毒には、
有効成分として0.05～0.1％となる温湯液（本品の
100～200倍希釈液）を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
となる水溶液（本品の400～2,000倍希釈液）で、適
宜湿布、清拭又は洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
となる水溶液（本品の400～2,000倍希釈液）で適
宜湿布、清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間　鶏：
３日間

ベストシール200
塩化ジデシルジメチルアンモニウム液80％（塩化ジデシル
ジメチルアンモニウムとして20g）

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
鶏：有効成分として0.00333～0.02％（6,000～1,000
倍希釈液）
豚：有効成分として0.00333～0.02％（6,000～1,000
倍希釈液）
牛：有効成分として0.005～0.02％（4,000～1,000倍
希釈液）
畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（400～200倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
となる水溶液（4,000～800倍希釈液）で適宜湿布、
清拭又は洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
となる水溶液（4,000～800倍希釈液）で適宜湿布、
清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間　鶏：
３日間

ベストシール 塩化ジデシルジメチルアンモニウム液（80％）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液を、畜・鶏体に直接噴霧する。畜体表面の真菌
の消毒には、有効成分として0.05～0.1％となる温湯
液を畜体に直接噴霧する。
 外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる
水溶液で、適宜湿布、清拭又は洗浄する。
　手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる
水溶液で適宜清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日
鶏：３日

別表　畜体噴霧等の適用がある動物用消毒薬

ムンディファーマ株式会社

岩城製薬株式会社

日本全薬工業株式会社

逆性石けん製剤

サンケミファ株式会社

ヨウ素化合物製剤



パンパックス200
塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％エタノール液（塩
化ｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0g）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（1000～4,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。
　　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（200～400倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜湿布、清拭又
は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜清拭又は洗浄
する。

牛：５日間
豚：５日間
鶏：３日間
馬：５日間
緬・山羊：５日間

パンパックス100
塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％エタノール液（塩
化ｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして10g）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（500～2,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。
　　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（100～200倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で適宜湿布、清拭又
は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で適宜清拭又は洗浄
する。

牛：５日間
豚：５日間
鶏：３日間
馬：５日間
緬・山羊：５日間

動物用コリノンDDC20
塩化ジデシルジメチルアンモニウム50％液　（塩化ｼﾞﾃﾞｼﾙ
ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0g）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（1,000～4,000倍希釈液）を、畜・鶏体に直接噴
霧する。畜体表面の真菌の消毒には、有効成分と
して0.05～0.1％となる温湯液（200～400倍希釈
液）を畜体に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で、適宜湿布、清拭
又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で、適宜清拭又は洗
浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間
鶏：３日間

動物用コリノンDDC10
塩化ジデシルジメチルアンモニウム50％液　（塩化ｼﾞﾃﾞｼﾙ
ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして10.0g）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（500～2,000倍希釈液）を、畜・鶏体に直接噴霧
する。
　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（100～200倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で、適宜湿布、清拭
又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で、適宜清拭又は洗
浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間
鶏：３日間

クリアキル-50 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（1,000～4,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。
　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（200～400倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜湿布、清拭又
は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜清拭又は洗浄
する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日
鶏：３日

クリアキル-200 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（1,000～4,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。
　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（200～400倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜湿布、清拭又
は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で適宜清拭又は洗浄
する。

牛：５日間　馬：５日間　豚：５日間
緬・山羊：５日間
鶏：３日間

クリアキル-100 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（500～2,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。
　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（100～200倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％（400～
2,000倍希釈液）で水溶液で適宜湿布、清拭又は
洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％（400～
2,000倍希釈液）で水溶液で適宜清拭又は洗浄す
る。

牛：５日間　馬：５日間　豚：５日間
緬・山羊：５日間
鶏：３日間

カチオデットDDC-AP 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80w/w％液）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液を畜・鶏体に直接噴霧する。
　　畜体表面の真菌の消毒には有効成分として
0.05％～0.1％となる温湯液を畜体に直接噴霧す
る。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液で適宜湿布、清拭又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液で適宜清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日
鶏：３日

クリアキル・ドライ 塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして40ｇ

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（2,000～8,000倍希釈液）を畜・鶏体に直接噴霧
する。畜体表面の真菌の消毒には有効成分として
0.05～0.1％となる温湯液（400～800倍希釈液を畜
体に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（1,600～8,000倍希釈液）で適宜湿布、清拭
又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（1,600～8,000倍希釈液）で適宜清拭又は洗
浄する。

牛：５日間　馬：５日間　豚：５日間
緬・山羊：５日間
鶏：３日間

クリンエール・200
塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80％）液（塩化ｼﾞﾃﾞｼ
ﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0ｇ）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（1,000～4,000倍希釈液）を、畜・鶏体に直接噴
霧する。
　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（200～400倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で、適宜湿布、清拭
又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（800～4,000倍希釈液）で、適宜清拭又は洗
浄する。

馬、牛、めん羊、山羊、豚：５日間
鶏：３日間

クリンエール
塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80％）液（塩化ジデシ
ルジメチルアンモニウムとして10.0ｇ）

畜・鶏体：有効成分として0.005～0.02％となる水溶
液（500～2,000倍希釈液）を、畜・鶏体に直接噴霧
する。
　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として0.05
～0.1％となる温湯液（100～200倍希釈液）を畜体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で、適宜湿布、清拭
又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.025％となる水
溶液（400～2,000倍希釈液）で、適宜清拭又は洗
浄する。

馬、牛、めん羊、山羊、豚：５日間
鶏：３日間

アストップ200
サンサニーD10P（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
20g）

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（アストップ
200として6,000～1,000倍希釈）
　　豚：有効成分として0.00333～0.02％（アストップ
200として6,000～1,000倍希釈）
　　牛：有効成分として0.005～0.02％（アストップ200
として4,000～1,000倍希釈）
　　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として
0.05～0.1％（アストップ200として400～200倍希釈）
となる温湯液を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（アストップ200として4,000～800倍希釈）となる水溶
液で適宜湿布、清拭または洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（アストップ200として4,000～800倍希釈）となる水溶
液で適宜湿布、清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間　鶏：
３日間

共立製薬株式会社

住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社

フジタ製薬株式会社

逆性石けん製剤

田村製薬株式会社

株式会社  科学飼料研究所



アストップ
サンサニーD10P（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
10g）

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（アストップ
として3,000～500倍希釈）
　　豚：有効成分として0.00333～0.02％（アストップ
として3,000～500倍希釈）
　　牛：有効成分として0.005～0.02％（アストップとし
て2,000～500倍希釈）
　　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として
0.05～0.1％（アストップとして200～100倍希釈）とな
る温湯液を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（アストップとして2,000～400倍希釈）となる水溶液
で適宜湿布、清拭又は洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（アストップとして2,000～400倍希釈）となる水溶液
で適宜湿布、清拭又は洗浄する。

　牛、馬、豚、緬・山羊：５日間
鶏：３日間

ロンテクト
サンサニーD10P（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
10g）

畜・鶏体の消毒：以下の希釈水溶液を畜・鶏体に
直接噴霧する。
　　鶏：有効成分として0.00333～0.02％（ロンテクト
として3,000～500倍希釈）
　　豚：有効成分として0.00333～0.02％（ロンテクト
として3,000～500倍希釈）
　　牛：有効成分として0.005～0.02％（ロンテクトとし
て2,000～500倍希釈）
　　畜体表面の真菌の消毒には、有効成分として
0.05～0.1％（ロンテクトとして200～100倍希釈）とな
る温湯液を畜体に直接噴霧する。
外傷部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（ロンテクトとして2,000～400倍希釈）となる水溶液
で適宜湿布、清拭又は洗浄する。
手術部位の消毒：有効成分として0.005～0.025％
（ロンテクトとして2,000～400倍希釈）となる水溶液
で適宜湿布、清拭又は洗浄する。

牛、馬、豚、緬・山羊：５日間　鶏：
３日間

パコマ
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9-15）トルエン水溶液（50％）

豚・鶏体：有効成分として0.005～0.02%（パコマとし
て2,000～500倍希釈）となる水溶液を豚・鶏体に直
接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマとし
て2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜湿布、
清拭又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマとし
て2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜清拭又
は洗浄する。

豚・鶏：２日間 豚及び鶏のみ使用可

パコマＬ
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

豚・鶏体：有効成分として0.005～0.02%（パコマＬとし
て2,000～500倍希釈）となる水溶液を豚・鶏体に直
接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマＬとし
て2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜湿布、
清拭又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマＬとし
て2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜清拭又
は洗浄する。

豚・鶏：２日 豚及び鶏のみ使用可

パコマ200
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

豚・鶏体：有効成分として0.005～0.02%（パコマ２００
として4,000～1,000倍希釈）となる水溶液を豚・鶏
体に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマ２００
として4,000～200倍希釈）となる水溶液で適宜湿
布、清拭又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.1%（パコマ２００
として4,000～200倍希釈）となる水溶液で適宜清拭
又は洗浄する。

豚・鶏：２日間 豚及び鶏のみ使用可

サニスカット
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

豚・鶏体：有効成分として0.005～0.02%（サニスカット
として2,000～500倍希釈）となる水溶液を豚・鶏体
に直接噴霧する。
外傷部位：有効成分として0.005～0.1%（サニスカット
として2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜湿
布、清拭又は洗浄する。
手術部位：有効成分として0.005～0.1%（サニスカット
として2,000～100倍希釈）となる水溶液で適宜清拭
又は洗浄する。

豚・鶏：２日間 豚及び鶏のみ使用可

動物用ネオラック 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％水溶液
豚体の消毒　：　有効成分として0.01～0.05%となる
水溶液を適量噴霧する。

豚：７日 豚のみ使用可

テレメス ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液
豚体の消毒：ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩
酸塩として0.01～0.05％となる水溶液（本剤の200
～1,000倍水溶液）を適量噴霧する。

豚：７日 豚のみ使用可

テレメス20％液 ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液
豚体の消毒：ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩
酸塩として0.01～0.05％となる水溶液（本剤の400
～2,000倍水溶液）を適量噴霧する。

豚：７日 豚のみ使用可

パステン ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液
豚体の消毒：有効成分として0.01～0.05%となる水
溶液を適量噴霧する。

豚：７日間 豚のみ使用可

パステンコンツ ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液
豚体の消毒：有効成分として0.01～0.05%となる水
溶液を適量噴霧する。

豚：７日間 豚のみ使用可

パステンL ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液
豚体の消毒：有効成分として0.01～0.05％となる水
溶液を適量噴霧する。

豚：７日間 豚のみ使用可

ハロゲン塩製剤 クレンテ 日産化学株式会社 ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム
畜・鶏体の消毒：300～3,000倍（ジクロルイソシアヌ
ル酸ナトリウムとして0.33～0.033％となる水希釈液）

牛、馬、緬・山羊：２日　豚：５日、
鶏：１日

フジタ製薬株式会社

株式会社  養日化学研究所

両性せっけん製剤

逆性石けん製剤

株式会社  科学飼料研究所



分類名 製品名 製造販売業者 有効成分 畜舎等消毒の用法・用量

ポリアップ16 あすかアニマルヘルス株式会社 ヨウ素グリシン複合体液

畜舎・鶏舎，器具等の消毒：2,000～5,000倍液で
噴霧又は散布する．
効果が認められるウイルス類を対象とした畜舎・鶏
舎，器具等の消毒：2,000倍液で噴霧又は散布す
る．

バイオシッド30 ゾエティス・ジャパン株式会社 ヨウ素

畜舎・鶏舎等の殺菌・消毒：500～1,000倍液を噴
霧　　　　（使用量目安0.6L/㎡）

ファインホール 共立製薬株式会社 ノノキシノール・ヨード（有効ヨウ素として1.75g）

畜・鶏舎及び搾乳器具・ふ卵器の消毒：有効ヨウ素
として22～87.5ppm（200～800倍希釈）となる水溶
液を適量散布する。
家畜診療・繁殖用器具器械の消毒：
有効ヨウ素として44～87.5ppm（200～400倍希釈）
となる水溶液に浸漬するか又は同濃度の水溶液で
清拭する。

キーエリアＡ 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン50%水溶液

本剤は、用時下記の割合に水で希釈して使用す
る。
畜舎・鶏舎：200～1,000倍水溶液を床面、壁また
は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵記器具：200～１,000倍水溶液にて
散布、塗布または浸漬する。

モルホナイド50 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏舎の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（本剤の2,500～
10,000倍希釈）となる水溶液を床面または壁に適量
散布するか、または同濃度の水溶液で洗浄もしくは
清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の2,500～
15,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、ま
たは有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～
5,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の2,500～
15,.000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、ま
たは有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～
5,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
繁殖用機械器具の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～,5000
倍希釈）となる水溶液に、30分間以上浸漬するか、
または有効成分として0.02～0.1％（本剤の500～
2,500倍希釈）となる水溶液で清拭する。

ジークミン５０ 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏舎の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（本剤の2,500～
10,000倍希釈）となる水溶液を床面または壁に適量
散布するか、または同濃度の水溶液で洗浄もしくは
清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の2,500～
15,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、ま
たは有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～
5,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の2,500～
15,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、ま
たは有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～
5,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
繁殖用機械器具の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（本剤の2,500～5,000
倍希釈）となる水溶液に、30分間以上浸漬するか、
または有効成分として0.02～0.1％（本剤の500～
2,500倍希釈）となる水溶液で清拭する。

モルホナイド10 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏舎の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（本剤の500～2,000
倍希釈）となる水溶液を床面または壁に適量散布
するか、または同濃度の水溶液で洗浄もしくは清拭
する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の500～
3,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、また
は有効成分として0.01～0.02％（本剤の500～1,000
倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬する。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の500～
3,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、また
は有効成分として0.01～0.02％（本剤の500～1,000
倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬する。
繁殖用機械器具の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（本剤の500～1,000
倍希釈）となる水溶液に、30分間以上浸漬するか、
または有効成分として0.02～0.1％（本剤の100～
500倍希釈）となる水溶液で清拭する。

モルホナイド20 塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％液

畜・鶏舎の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（本剤の1,000～
4,000倍希釈）となる水溶液を床面または壁に適量
散布するか、または同濃度の水溶液で洗浄もしくは
清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の1,000～
6,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、また
は有効成分として0.01～0.02％（本剤の1,000～
2,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（本剤の1,000～
6,000倍希釈）となる水溶液を適量散布するか、また
は有効成分として0.01～0.02％（本剤の1,000～
2,000倍希釈）となる水溶液に20分間以上浸漬す
る。
繁殖用機械器具の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（本剤の1,000～2,000
倍希釈）となる水溶液に、30分間以上浸漬するか、
または有効成分として0.02～0.1％（本剤の200～
1,000倍希釈）となる水溶液で清拭する。

クリンジャーム 株式会社　大阪製薬 塩化ジデシルジメチルアンモニウム水溶液（50％）

畜・鶏舎の消毒　：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（本品
の500～2,000倍希釈液）を、床面又は壁に適量散
布するか又は適宜噴霧するか又は同濃度の水溶液
で洗浄もしくは清拭する。
搾乳器具・孵卵器具の消毒　：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（本品
の500～2,000倍希釈液）を、適量散布するか又は
同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
家畜診療・繁殖用器具器械の消毒
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（本品の
500～1,000倍希釈液）で、30分間以上浸漬するか
又は有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（本
品の100～500倍希釈液）で、清拭する。

ヨウ素化合物製剤

逆性石けん製剤

サンケミファ株式会社

（参考）　畜舎等の消毒に利用可能な消毒薬



ベストシール２００
塩化ジデシルジメチルアンモニウム液80％（塩化ジデシル
ジメチルアンモニウムとして20g）

効果が認められるウイルス類等を対象とした畜・鶏舎
の消毒：
有効成分として　0.005％～0.02％となる水溶液
（4,000～1,000倍希釈液）を床面又は壁に適量散
布するか、又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清
拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％となる水溶液
（6,000～1,000倍希釈液）を適量散布するか、又は
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（2,000
～1,000倍希釈液）に20分間以上浸漬する。
発泡器を用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％となる水溶液（200～100
倍希釈液）を発泡機を用いて均一に散布する。
診療器具の消毒：
有効成分とし手0.00333～0.02％となる水溶液
（6,000～1,000倍希釈液）を適量散布するか、又は
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（2,000
～1,000倍希釈液）に20分間以上浸漬する。
繁殖用器具機械の消毒：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（2,000
～1,000倍希釈液）に、30分間以上浸漬するか、又
は有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（1,000
～200倍希釈液）で清拭する。

ベストシール 塩化ジデシルジメチルアンモニウム液（80％）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液を、床
面又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又
は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液を、適
量散布するか又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは
清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液で、30分
間以上浸漬するか又は有効成分として0.02～0.1％
となる水溶液で、清拭する。

パンパックス200
塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％エタノール液（塩
化ｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0g）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（1,000～4,000倍希釈液）を床面
又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又は
それらの液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（1,000
～4,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度
の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（1,000
～2,000倍希釈液）で30分間以上浸漬するか又は
有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（200～
1,000倍希釈液）で清拭する。

パンパックス100
塩化ジデシルジメチルアンモニウム80％エタノール液（塩
化ｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして10g）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（500～2,000倍希釈液）を床面又
は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又はそ
れらの液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500～
2,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度の
水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（500～
1,000倍希釈液）で30分間以上浸漬するか又は有
効成分として0.02～0.1％となる水溶液（100～500
倍希釈液）で清拭する。

動物用コリノンDDC20
塩化ジデシルジメチルアンモニウム50％液　（塩化ｼﾞﾃﾞｼﾙ
ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0g）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（1,000
～4,000倍希釈液）を、床面又は壁に適量散布する
か又は適宜噴霧するか又は同濃度の水溶液で洗
浄もしくは清拭する｡
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（1,000
～4,000倍希釈液）を、適量散布するか又は同濃度
の水溶液で洗浄もしくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（1,000
～2,000倍希釈液）で、30分間以上浸漬するか又
は有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（200～
1,000倍希釈液）で、清拭する。

動物用コリノンDDC10
塩化ジデシルジメチルアンモニウム50％液　（塩化ｼﾞﾃﾞｼﾙ
ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして10.0g）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500～
2,000倍希釈液）を、床面又は壁に適量散布するか
又は適宜噴霧するか又は同濃度の水溶液で洗浄
もしくは清拭する｡
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500～
2,000倍希釈液）を、適量散布するか又は同濃度の
水溶液で洗浄もしくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（500～
1,000倍希釈液）で、30分間以上浸漬するか又は
有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（100～
500倍希釈液）で、清拭する。

クリアキル-50 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（1,000～4,000倍希釈液）、若しく
は希釈した液に水酸化ナトリウム又は水酸化カリウ
ムを0.05～0.1％濃度となるよう添加・溶解した液を
床面又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか
又はそれらの液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎の
消毒：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（1,000～4,000倍希釈液）に水酸
化ナトリウム又は水酸化カリウムを0.05～0.1％濃度
となるよう添加・溶解した液を床面又は壁に適量散
布するか又は適宜噴霧するか又はそれらの液で洗
浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（1,000
～4,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度
の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
発泡ノズルを用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％となる水溶液（100～200
倍希釈液）を、発泡ノズルを用いて均一に散布す
る。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（1,000
～2,000倍希釈液）で３０分間以上浸漬するか又は
有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（200～
1,000倍希釈液）で清拭する。
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クリアキル-200 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（500～2,000倍希釈液）、若しくは
希釈した液に水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを
0.05～0.1％濃度となるよう添加・溶解した液を床面
又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又は
それらの液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎の
消毒：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（500～2,000倍希釈液）に水酸化
ナトリウム又は水酸化カリウムを0.05～0.1％濃度と
なるよう添加・溶解した液を床面又は壁に適量散布
するか又は適宜噴霧するか又はそれらの液で洗浄
若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500～
2,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度の
水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（1000～
2,000倍希釈液）で３０分間以上浸漬するか又は有
効成分として0.02～0.1％となる水溶液（200～
1,000倍希釈液）で清拭する。

クリアキル-^100 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80W/W％液）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（500～2,000倍希釈液）、若しくは
希釈した液に水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを
0.05～0.1％濃度となるよう添加・溶解した液を床面
又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又は
それらの液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎の
消毒：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯で希釈した液（500～2,000倍希釈液）に水酸化
ナトリウム又は水酸化カリウムを0.05～0.1％濃度と
なるよう添加・溶解した液を床面又は壁に適量散布
するか又は適宜噴霧するか又はそれらの液で洗浄
若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500～
2,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度の
水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（500～
1,000倍希釈液）で30分間以上浸漬するか又は有
効成分として0.02～0.1％（100～500倍希釈液）と
なる水溶液で清拭する。

カチオデットDDC-AP 塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80w/w％液）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯に溶解した液、若しくは溶解した液に水酸化ナトリ
ウム又は水酸化カリウムを0.05～0.1％濃度となるよ
う添加・溶解した液を床面又は壁に適量散布するか
又は適宜噴霧するか又はそれらの液で洗浄若しくは
清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液を適量
散布するか又は同濃度の水溶液で洗浄
若しくは清拭する。
発泡ノズルを用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％となる水溶液を、発泡ノ
ズルを用いて均一に散布する。
器具・器械（家畜診療領域）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液で30分
間以上浸漬するか又は有効成分として0.02～0.1％
となる水溶液で清拭する。

クリアキル・ドライ 塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして40ｇ

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02％となるよう水又は温
湯に溶解した液（2,000～8,000倍希釈液）、若しくは
溶解した液に水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを
0.05～0.1％濃度となるよう添加・溶解した液を床面
又は壁に適量散布するか又は適宜噴霧するか又は
それらの液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（2,000
～8,000倍希釈液）を適量散布するか又は同濃度
の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
発泡ノズルを用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％となる水溶液（200～400
倍希釈液）を、発泡ノズルを用いて均一に散布す
る。
器具・器械（家畜診療領域）：有効成分として0.01
～0.02％となる水溶液（2,000～4,000倍希釈液）で
30分間以上浸漬するか又は有効成分として0.02～
0.1％となる水溶液（400～2,000倍希釈液）で清拭
する。

クリンエール・200
塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80％）液（塩化ｼﾞﾃﾞｼ
ﾙｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑとして20.0ｇ）

畜・鶏舎：
　有効成分として0.005～0.02％となる水溶液
（1,000～4,000倍希釈液）を、床面又は壁に適量
散布するか又は適宜噴霧するか又は同濃度の水溶
液で洗浄もしくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
　有効成分として0.005～0.02％となる水溶液
（1,000～4,000倍希釈液）を、適量散布するか又は
同濃度の水溶液で洗浄もしくは清拭する。
器具・器械（家畜診療）：
　有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（1,000
～2,000倍希釈液）で、30分間以上浸漬するか又
は有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（200～
1,000倍希釈液）で、清拭する。

クリンエール
塩化ジデシルジメチルアンモニウム（80％）液（塩化ジデシ
ルジメチルアンモニウムとして10.0ｇ）

畜・鶏舎：
　有効成分として0.005～0.0２％となる水溶液（500
～2,000倍希釈液）を、床面又は壁に適量散布する
か又は適宜噴霧するか又は同濃度の水溶液で洗
浄もしくは清拭する｡
搾乳器具・ふ卵器具：
　有効成分として0.005～0.02％となる水溶液（500
～2,000倍希釈液）を、適量散布するか又は同濃度
の水溶液で洗浄もしくは清拭する。
器具・器械（家畜診療）：
有効成分として0.01～0.02％となる水溶液（500～
1,000倍希釈液）で、30分間以上浸漬するか又は
有効成分として0.02～0.1％となる水溶液（100～
500倍希釈液）で、清拭する。

アストップ200
サンサニーD10P（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
20g）

効果が認められるウイルス類等を対象とした畜・鶏舎
の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（アストップ200として
4,000～1,000倍希釈）となる水溶液を床面又は壁
に適量散布するか、又は同濃度の水溶液で洗浄若
しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（アストップ200とし
て6,000～1,000倍希釈）となる水溶液を適量散布
するか、又は有効成分として0.01～0.02％（アストッ
プ200として2,000～1,000倍希釈）となる水溶液に20
分間以上浸漬する。
発泡機を用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％（アストップ200として200
～100倍希釈）となる水溶液を、発泡機を用いて均
一に散布する。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（アストップ200とし
て6,000～1,000倍希釈）となる水溶液を適量散布
するか、又は有効成分として0.01～0.02％（アストッ
プ200として2,000～1,000倍希釈）となる水溶液に20
分間以上浸漬する。
繁殖用器具器械の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（アストップ200として
2,000～1,000倍希釈）となる水溶液に30分間以上
浸漬するか、又は有効成分として0.02～0.1％（アス
トップ200として1,000～200倍希釈）となる水溶液で
清拭する。
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アストップ
サンサニーD10P（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
10g）

効果が認められるウイルス類等を対象とした畜・鶏舎
の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（アストップとして2,000
～500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適量
散布するか、又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは
清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（アストップとして
3,000～500倍希釈）となる水溶液を適量散布する
か、又は有効成分として0.01～0.02％（アストップとし
て1,000～500倍希釈）となる水溶液に20分間以上
浸漬する。
発泡機を用いた畜・鶏舎の発泡消毒：
有効成分として0.1～0.2％（アストップとして100～50
倍希釈）となる水溶液を、発泡機を用いて均一に散
布する。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（アストップとして
3,000～500倍希釈）となる水溶液を適量散布する
か、又は有効成分として0.01～0.02％（アストップとし
て1,000～500倍希釈）となる水溶液に20分間以上
浸漬する。
繁殖用器具器械の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（アストップとして1,000
～500倍希釈）となる水溶液に30分間以上浸漬す
るか、又は有効成分として0.02～0.1％（アストップと
して500～100倍希釈）となる水溶液で清拭する。

ロンテクト
サンサニーD10Ｐ（塩化ジデシルジメチルアンモニウムとして
10g）

効果が認められるウイルス類等を対象とした畜・鶏舎
の消毒：
有効成分として0.005～0.02％（ロンテクトとして
2,000～500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に
適量散布するか、又は同濃度の水溶液で洗浄若し
くは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（ロンテクトとして
3,000～500倍希釈）となる水溶液を適量散布する
か、又は有効成分として0.01～0.02％（ロンテクトとし
て1,000～500倍希釈）となる水溶液に20分間以上
浸漬する。
診療器具の消毒：
有効成分として0.00333～0.02％（ロンテクトとして
3,000～500倍希釈）となる水溶液を適量散布する
か、又は有効成分として0.01～0.02％（ロンテクトとし
て1,000～500倍希釈）となる水溶液に20分間以上
浸漬する。
繁殖用器具器械の消毒：
有効成分として0.01～0.02％（ロンテクトとして1,000
～500倍希釈）となる水溶液に30分間以上浸漬す
るか、又は有効成分として0.02～0.1％（ロンテクトと
して500～100倍希釈）となる水溶液で清拭する。

パコマ
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9-15）トルエン水溶液（50％）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02%（パコマとして2,000～
500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適量散
布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか又は同濃
度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎：
有効成分として0.0125～0.02％（パコマとして800～
500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適量散
布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか又は同濃
度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02%（パコマとして2,000～
500倍希釈）となる水溶液を適量散布するか又は同
濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械：
有効成分として0.025～0.2%（パコマとして400～50
倍希釈）となる水溶液で30分間以上浸漬するか又
は清拭する。

パコマL
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02%（パコマＬとして2,000～
500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適量散
布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか又は同濃
度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎：
有効成分として0.0125～0.02％（パコマＬとして800
～500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適量
散布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか又は同
濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02%（パコマＬとして2,000～
500倍希釈）となる水溶液を適量散布するか又は同
濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械：
有効成分として0.025～0.2%（パコマＬとして400～50
倍希釈）となる水溶液で30分間以上浸漬するか又
は清拭する。

パコマ200
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02%（パコマ２００として
4,000～1,000倍希釈）となる水溶液を床面又は壁
に適量散布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか
又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎：
有効成分として0.0125～0.02％（パコマ２００として
1,600～1,000倍希釈）となる水溶液を床面又は壁
に適量散布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか
又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02%（パコマ２００として
4,000～1,000倍希釈）となる水溶液を適量散布す
るか又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械：
有効成分として0.025～0.2%（パコマ２００として800
～100倍希釈）となる水溶液で30分間以上浸漬す
るか又は清拭する。

サニスカット
〔モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕－アルキ
ル（C9.15）トルエン水溶液（50％）

畜・鶏舎：
有効成分として0.005～0.02%（サニスカットとして
2,000～500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に
適量散布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか
又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
効果が認められるウイルス類を対象とした畜・鶏舎：
有効成分として0.0125～0.02％（サニスカットとして
800～500倍希釈）となる水溶液を床面又は壁に適
量散布するか又は舎内空間に適宜噴霧するか又は
同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.005～0.02%（サニスカットとして
2,000～500倍希釈）となる水溶液を適量散布する
か又は同濃度の水溶液で洗浄若しくは清拭する。
器具・器械：
有効成分として0.025～0.2%（サニスカットとして400
～50倍希釈）となる水溶液で30分間以上浸漬する
か又は清拭する。

動物用ネオラック 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％水溶液

畜･鶏舎：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を床面､
壁又は天井に適量散布する
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を適量散
布、塗布するか又は同濃度の水溶液に浸漬する。

テレメス ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液

畜・鶏舎：
ポリアリキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩として0.01
～0.05％となる水溶液（本剤の200～1000倍水溶
液）を床面、壁又は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵器具：
ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩として0.01
～0.05％となる水溶液（本剤の200～1000倍水溶
液）を適量散布するか、又は同濃度の水溶液に浸
漬する。

両性せっけん製剤

フジタ製薬株式会社

逆性石けん製剤

株式会社  科学飼料研究所



テレメス20％液 ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液

畜・鶏舎：
ポリアリキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩として0.01
～0.05％となる水溶液（本剤の400～2000倍水溶
液）を床面、壁又は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵器具：
ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩として0.01
～0.05％となる水溶液（本剤の400～2000倍水溶
液）を適量散布するか、又は同濃度の水溶液に浸
漬する。

パステン ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液

畜・鶏舎：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を床面、
壁又は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を適量散
布、塗布するか又は同濃度の水溶液に浸漬する。

パステンコンツ ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液

畜・鶏舎：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を床面、
壁又は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を適量散
布、塗布するか又は同濃度の水溶液に浸漬する。

パステンL ポリアルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩50％液

畜・鶏舎：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を床面、
壁又は天井に適量散布する。
搾乳器具・ふ卵器具：
有効成分として0.01～0.05%となる水溶液を適量散
布、塗布するか又は同濃度の水溶液に浸漬する。

ハロゲン塩製剤 クレンテ 日産化学株式会社 ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム

効果が認められるウイルス類等を対象とした畜・鶏舎
及びその設備の消毒：300～3,000倍（ジクロルイソシ
アヌル酸ナトリウムとして0.33～0.033％となる水希釈
液）
畜・鶏舎及びその設備の消毒：300～3,000倍（ジク
ロルイソシアヌル酸ナトリウムとして0.33～0.033％とな
る水希釈液）
少量散布機を用いた高濃度少量散布による空鶏
舎の消毒：25倍水希釈（散布量20ｍＬ/立方メート
ル）～5倍水希釈（散布量40ｍＬ/立方メートル）（ジ
クロルイソシアヌル酸ナトリウムとしての散布量は0.8ｇ
／立方メートル）

両性せっけん製剤

フジタ製薬株式会社

株式会社  養日化学研究所


