
１．殺虫剤

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

アドマイヤー水和剤

アドマイヤー顆粒水和剤

アドマイヤー箱粒剤

アドマイヤー１粒剤

アドマイヤーＣＲ箱粒剤

エトフェンプロックス水和剤 アークリン水和剤

トレボン乳剤

トレボンＥＷ

トレボンエアー

エトフェンプロックス粉剤 トレボン粉剤DL

トレボンMC

トレボンスカイＭＣ

エトフェンプロックス粒剤 トレボン粒剤

エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤 トレボンスターフロアブル 

エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤 トレボンスター粉剤ＤＬ

カルタップ水溶剤 パダンＳＧ水溶剤

カルタップ粒剤 パダン粒剤４

アドバンテージ粒剤

ガゼット粒剤

カルボスルファン・フィプロニル粒剤 ギャング粒剤

クロチアニジン水溶剤（育苗箱での使用に限る） ダントツ水溶剤 

ダントツフロアブル

ダントツＥＸフロアブル

ダントツ粒剤

ダントツ箱粒剤

ワンリード箱粒剤０８

クロチアニジン・スピネトラム粒剤
ワンリードＳＰ箱粒剤
ボクシーＤＳ箱粒剤

クロラントラニリプロール粒剤 フェルテラ箱粒剤

クロラントラニリプロール・ジノテフラン粒剤 フェルテラスタークル箱粒剤ＣＵ 

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム粒剤 フェルテラゼクサロン箱粒剤 ★

クロラントラニリプロール・ピメトロジン粒剤 フェルテラチェス箱粒剤

クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ粒剤 オーベスト箱粒剤

シアントラニリプロール水和剤 バズ顆粒水和剤 、フォルテンザFS

シアントラニリプロール粒剤 パディート箱粒剤

シアントラニリプロール・トリフルメゾピリム粒剤 ゼクサロンパディート箱粒剤 ★

シアントラニリプロール・ピメトロジン水和剤 ミネクトスター顆粒水和剤

スタークル液剤１０

スタークルメイト液剤１０

ジノテフラン剤 スタークル豆つぶ

スタークル顆粒水溶剤

アルバリン顆粒水溶剤

スタークル粉剤ＤＬ

アルバリン粉剤ＤＬ

スタークルＬ粉剤ＤＬ

ジノテフラン液剤

ジノテフラン水溶剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人　日本草地畜産種子協会

（令和2年1月21日通知に対応）

イミダクロプリド水和剤

イミダクロプリド粒剤

クロチアニジン粒剤

ジノテフラン粉剤

エトフェンプロックス乳剤

エトフェンプロックスマイクロカプセル剤

カルボスルファン粒剤

クロチアニジン水和剤（ 塗沫処理並びに希釈倍数24倍、36倍、24～36
倍及び90倍の使用方法に限る）
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１．殺虫剤

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

スタークル粒剤

アルバリン粒剤

スタークル箱粒剤

アルバリン箱粒剤

スタークル１キロＨ粒剤

スタークルメイト１キロＨ粒剤

アトラクトン箱粒剤

スターダム箱粒剤

ジノテフラン・ブプロフェジン水和剤 アプロードスタークルゾル 

スピネトラム水和剤 ディアナＳＣ 

ジノテフラン・ベンフラカルブ粒剤 該当無し

スピノサド粒剤 スピノエース箱粒剤、ゼロカウント粒剤

プリンススピノ粒剤６

プリンススピノ粒剤１０

チアクロプリド粒剤 バリアード箱粒剤 ★

チアメトキサム粒剤　（有効成分含有量が2.0% 以下の農薬に限る） 該当無し

ロムダンエアー

ロムダンゾル

テブフェノジド・ブプロフェジン水和剤 アプロードロムダン水和剤

トリフルメゾピリム粒剤 ゼクサロン箱粒剤 ★

ニテンピラム水溶剤 ベストガード水溶剤

ニテンピラム粒剤 ベストガード粒剤

ピメトロジン粒剤 該当無し

フィプロニル粒剤 プリンス粒剤

アプロード水和剤

アプロードゾル

アプロードフロアブル

ブプロフェジン粉剤 アプロード粉剤ＤＬ

ブプロフェジン粒剤 アプロード粒剤

ブプロフェジン・ＢＰＭＣ粉剤　（有効成分含有量がブプロフェジン１.0%以
下の農薬に限る）

アプロードバッサ粉剤ＤＬ

オンコル粒剤５

グランドオンコル粒剤

メタアルデヒド粒剤
ジャンボたにしくん、メタレックスRG粒剤
スクミノン、ジャンボタニシ退治粒剤

★

メトキシフェノジド水和剤　（希釈倍数2000倍の使用方法に限る） ランナーフロアブル

スクミンベイト３

スクミンブルー

ＢＰＭＣ乳剤 バッサ乳剤

バッサ粉剤

バッサ粉剤３０ＤＬ

スミバッサ粉剤

スミバッサ粉剤２０ＤＬ

スミバッサ粉剤５０ＤＬ

ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

スミチオン粉剤２

スミチオン粉剤３ＤＬ

スミチオン粉剤２ＤＬ

ＭＥＰマイクロカプセル剤 スミチオンＭＣ

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

ジノテフラン粒剤

燐酸第二鉄粒剤

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

スピノサド・フィプロニル粒剤

テブフェノジド水和剤

ブプロフェジン水和剤

ベンフラカルブ粒剤

ＢＰＭＣ・ＭＥＰ粉剤

ＭＥＰ粉剤

ＢＰＭＣ粉剤
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２．殺菌剤
農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

アゾキシストロビン水和剤（希釈倍数8倍、30倍、300倍、1000倍及
び1000～1500倍の使用方法に限る）

アミスターエイト　（原液空中散布を除く） ★

アゾキシストロビン粒剤 該当無し

スタウト顆粒水和剤

ルーチンフロアブル

ルーチンFS

イソチアニル粒剤 ルーチン粒剤

イソプロチオラン水和剤 フジワン水和剤

イソプロチオラン乳剤 フジワン乳剤

イソプロチオラン粉剤 フジワン粉剤ＤＬ

イソプロチオラン粉粒剤 フジワンパック

フジワン粒剤

フジワン１キロ粒剤

イソプロチオラン・フルトラニル粒剤 フジワンモンカット粒剤

イプコナゾール水和剤 該当無し

イプコナゾール・銅水和剤 テクリードＣフロアブル

オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

オキソリニック酸・プロクロラズ水和剤 スポルタックスターナＳＥ

オリサストロビン粒剤 該当無し

醸造酢液剤 エコフィット

タフブロック

モミキーパー

チオファネートメチル水和剤（希釈倍数8倍、30倍、300～500倍及
び1000倍の使用方法に限る）

トップジンMゾル
トップジンM水和剤

★

チウラム８０、

アンレス 【忌避剤】

キヒゲンＲ－２フロアブル 【忌避剤】

チウラム・ベノミル水和剤 ベンレートＴ水和剤２０

チウラム・ペフラゾエート水和剤 ヘルシードＴフロアブル

ドイツボルドーＡ

ボルドー

銅粉剤 Ｚボルドー粉剤ＤＬ

モミガードＣ水和剤

モミガードＣ・ＤＦ

トリコデルマアトロビリデ水和剤 エコホープ、エコホープＤＪ

トリフルミゾール水和剤 トリフミン水和剤 

トリフルミゾール乳剤 トリフミン乳剤

サンブラス粒剤
ゴウケツ粒剤
サンブラス１キロ粒剤
ゴウケツ１キロ粒剤
サンブラス粒剤１８
ゴウケツ粒剤５００
ゴウケツパック
サンブラスパック

バチルス　シンプレクス水和剤 モミホープ水和剤

バチルス　ズブチリス水和剤 ボトキラー水和剤

ピカルブトラゾクス水和剤 ナエファインフロアブル

ピカルブトラゾクス粉剤 ナエファイン粉剤

ヒドロキシイソキサゾール液剤 タチガレン液剤

ヒドロキシイソキサゾール粉剤 タチガレン粉剤

ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルＭ 液剤 （育苗箱での使用に限る） タチガレエースＭ液剤 （育苗箱での使用に限る） 

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人　日本草地畜産種子協会

（令和2年1月21日通知に対応）

タラロマイセス　フラバス水和剤

イソチアニル水和剤

イソプロチオラン粒剤

銅水和剤

チウラム水和剤

銅・フルジオキソニル・ペフラゾエート水和剤

トルプロカルブ粒剤
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２．殺菌剤
農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルＭ 粉剤 （育苗箱での使用に限る） タチガレエースＭ粉剤 （育苗箱での使用に限る） 

ピロキロン剤 コラトップ豆つぶ

ピロキロン粉粒剤 コラトップジャンボＰ

コラトップ粒剤５

コラトップ１キロ粒剤１２

コラトップジャンボ

コラトップ粒剤２４

ピロキロン・フラメトピル粒剤 コラトップリンバー粒剤

フェリムゾン・フサライド水和剤（ ゾル剤及びフロアブル剤の希釈
倍数8倍、30培、300倍及び1000倍の使用方法に限る）

ブラシンゾル
ブラシンフロアブル
（希釈倍数8倍、30倍、300倍及び1000倍の使用方法に限る）

★

フェリムゾン・フサライド粉剤 ブラシン粉剤DL ★

フェノキサニル粉剤 アチーブ粉剤ＤＬ

フサライド水和剤　（希釈倍数原液、5～8倍、30倍、300倍及び
1000～1500倍の使用方法に限る）

ラブサイドフロアブル　（希釈倍数原液、5～8倍、30倍及び
1000～1500倍の使用方法に限る）

★

フサライド・フルトラニル水和剤　（希釈倍数1000～ 1500倍の使用
方法に限る）

モンカットラブサイド２０フロアブル
（希釈倍率1000～ 1500倍の使用方法に限る）

フラメトピル粒剤 リンバー粒剤

フラメトピル・プロベナゾール粒剤 オリゼメートリンバー粒剤

フルジオキソニル水和剤 ウイスペクト水和剤５

モンカット水和剤

モンカット水和剤５０

モンカットフロアブル　（1000～1500倍地上散布のみ）

モンカットフロアブル４０

フルトラニル乳剤 該当なし

フルトラニル粉剤 モンカットファイン粉剤２０ＤＬ

モンカット粒剤

モンカット１キロ粒剤２１

ラクオー・モンカット

プロクロラズ乳剤 スポルタック乳剤

プロベナゾール水和剤 オリゼメート顆粒水和剤

プロベナゾール粉粒剤 オリゼメートパック

オリゼメート粒剤

オリゼメート粒剤２０

オリゼメート１キロ粒剤

Ｄｒ．オリゼ箱粒剤

オリゼメート粒剤４０

ファーストオリゼ箱粒剤

ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

ベノミル・ＴＰＮ水和剤 ダコレート水和剤

ペフラゾエート乳剤 ヘルシード乳剤

ペンフルフェン粒剤 該当なし

バシタック水和剤７５

バシタックゾル　（希釈倍率1000倍及び1000～1500倍の使
用方法に限る）

ダコニール１０００

ダコニールエース

ＴＰＮ粉剤 ダコニール粉剤

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

フルトラニル粒剤

プロベナゾール粒剤

メプロニル水和剤　（希釈倍数1000倍及び1000～1500倍の使用方
法に限る）

フルトラニル水和剤（希釈倍数300倍、1000倍、1000～ 1500倍、
2000倍及び2000～2500倍の使用方法に限る）

ＴＰＮ水和剤

ピロキロン粒剤
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３．殺虫殺菌剤
農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

イミダクロプリド・イソチアニル粒剤 ルーチンアドマイヤー箱粒剤 

イミダクロプリド・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 エバーゴルフォルテ箱粒剤

イミダクロプリド・クロラントラニリプロール・イソチアニル粒剤 ルーチントレス箱粒剤

イミダクロプリド・クロラントラニリプロール・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 エバーゴルワイド箱粒剤、エバーゴルプラス箱粒剤

イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル粒剤 ルーチンアドスピノ箱粒剤

イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 ルーチンエキスパート箱粒剤

エトフェンプロックス・アゾキシストロビン水和剤 アミスタートレボンＳＥ ★

エトフェンプロックス・ピロキロン粒剤 コラトップトレボン粒剤 

エトフェンプロックス・フサライド水和剤 ラブサイドトレボンゾル１７ ★

クロチアニジン・イソチアニル水和剤 ツインターボ顆粒水和剤

スタウトダントツ箱粒剤

スタウトダントツ箱粒剤０８

ツインターボ箱粒剤０８

ボクシー粒剤

クロチアニジン・イソチアニル・フラメトピル粒剤 箱大臣粒剤

クロチアニジン・イソプロチオラン粒剤 フジワンダントツ粒剤

クロチアニジン・オリサストロビン粒剤 嵐ダントツ箱粒剤

クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル粒剤 ツインターボフェルテラ箱粒剤 

クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル・フラメトピル粒剤 フルターボ箱粒剤

クロチアニジン・シアントラニリプロール・イソチアニル粒剤 スタウトパディートＤＸ箱粒剤 

クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル粒剤
箱王子粒剤
ボクシーＳＰ粒剤

クロチアニジン･スピネトラム・イソチアニル・フラメトピル粒剤 箱いり娘粒剤

クロチアニジン・フィプロニル・イソチアニル粒剤 ハコナイト粒剤 ★

クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド水和剤（希釈倍数8倍、30倍及び300
倍の使用方法に限る）

ブラシンダントツフロアブル（希釈倍数8倍、30倍及び300倍の
使用方法に限る）

★

クロチアニジン・フサライド水和剤（希釈倍数8倍の使用方法に限る） ラブサイドダントツフロアブル（希釈倍率8 倍の使用方法に限る） 

ダントツオリゼメート１０箱粒剤

Ｄｒ．オリゼダントツ箱粒剤

クロラントラニリプロール・イソプロチオラン粒剤 フジワンフェルテラ粒剤

サントリプル箱粒剤
サンフェスタ箱粒剤

クロラントラニリプロール・ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・フラメトピル粒剤 箱将軍粒剤、箱維新粒剤 ★

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 スクラム箱粒剤 ★

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル粒剤 防人箱粒剤 ★

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・トルプロカルブ粒剤 サンスパイク箱粒剤 ★

クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラゼクサロン粒剤 ★

クロラントラニリプロール・ピメトロジン・ピロキロン粒剤 デジタルバウアー箱粒剤

クロラントラニリプロール・ピメトロジン・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラチェス粒剤

クロラントラニリプロール・プロベナゾール水和剤 側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤

Ｄｒ．オリゼフェルテラ粒剤

ファーストオリゼフェルテラ粒剤

クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤 ジャッジフェルテラ箱粒剤、 オーベストオリゼ１０箱粒剤

シアントラニリプロール・イソチアニル粒剤

スタウトパディート箱粒剤
ルーチンデュオ箱粒剤
ツインパディート箱粒剤
ルーチンパンチ箱粒剤

シアントラニリプロール・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 ルーチンブライト箱粒剤 ★

シアントラニリプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤 フルスロットル箱粒剤 ★

シアントラニリプロール・トルプロカルブ粒剤 ツインキック箱粒剤

シアントラニリプロール・ピロキロン粒剤 デジタルミネクト箱粒剤

シアントラニリプロール・プロベナゾール粒剤
Ｄｒ．オリゼパディート粒剤
ファーストオリゼパディート粒剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人　日本草地畜産種子協会

（令和2年1月21日通知に対応）

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

クロチアニジン・プロベナゾール粒剤

クロラントラニリプロール・プロベナゾール粒剤

クロラントラニリプロール・ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤
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３．殺虫殺菌剤
農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

嵐スタークル粒剤

嵐スタークル箱粒剤

ジノテフラン・チオファネートメチル水和剤（希釈倍数4倍及び15倍の
使用方法に限る）

ホクコートップジンスタークルフロアブル ★

ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤
ハイパーキック箱粒剤
ゴウケツバスター箱粒剤

ジノテフラン・ピロキロン粒剤 コラトップスタークル１キロ粒剤 

ジノテフラン・フサライド水和剤 ラブサイドスタークルフロアブル ★

ジノテフラン・フサライド粉剤 ラブサイドスタークル粉剤ＤＬ ★

ジノテフラン・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤 アプロードモンカットスタークルＦ粉剤ＤＬ 

ジノテフラン・プロベナゾール水和剤 側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤

ビルダースタークル箱粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤ＯＳ

ロングリーチ箱粒剤

スピノサド・フィプロニル・プロベナゾール粒剤
Dr.オリゼプリンススピノ粒剤６
Dr.オリゼプリンススピノ粒剤１０
ファーストオリゼプリンススピノ粒剤６

チアクロプリド・イソチアニル粒剤 ルーチンバリアード箱粒剤、ルーチンコア箱粒剤 ★

チアメトキサム・ピロキロン粒剤（チアメトキサムの含有量が2.0 % 以下の農
薬に限る）

デジタルコラトップアクタラ箱粒剤

テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤
（希釈倍数750倍の使用方法に限る）

アプロードロムダンモンカットエアー（希釈倍数750倍の使用方
法に限る）

ピメトロジン・フィプロニル・プロベナゾール粒剤 ビルダープリンスチェス粒剤

フィプロニル・アゾキシストロビン粒剤 該当無し

フィプロニル・イソプロチオラン粒剤 フジワンプリンス粒剤

フィプロニル・イソプロチオラン・ピロキロン粒剤 ピカピカ粒剤

北おろし箱粒剤

嵐プリンス箱粒剤１０

嵐プリンス箱粒剤６

フィプロニル・フラメトピル粒剤 プリンスリンバー箱粒剤

オリゼメートプリンス粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６

ビルダープリンス粒剤

ファーストオリゼプリンス粒剤１０

ファーストオリゼプリンス粒剤６

ブプロフェジン・Ｂ Ｐ Ｍ Ｃ ・フルトラニル粉剤 アプロードバッサモンカットＦ粉剤ＤＬ

ブプロフェジン・フルトラニル水和剤（希釈倍数1000倍の使用方法に限る） アプロードモンカットエアー （希釈倍数1000倍の使用方法に限る）

オリゼメートオンコル粒剤

ジャッジ箱粒剤

グランドオリゼメートオンコル粒剤

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤

ジノテフラン・プロベナゾール粒剤

フィプロニル・プロベナゾール粒剤

ジノテフラン・オリサストロビン粒剤

フィプロニル・オリサストロビン粒剤
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４．農薬肥料
農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

スミショート２８、コープショート２８、コープショートＡ２８

スミショート２１、コープショート２１、コープショートＡ２１、スミショート３５、スマッシュＡ２１

スミショート１４、コープショート１４、コープショートＡ１４、スマッシュＡ１４

楽一１５

楽一１９

楽一２０、側条用コープショート一発２０

楽一２１、コープショート一発２１、ダブルショットＡ２１、登熟一番２１

楽一２５、ダブルショットＡ２５、コープショート一発２５、登熟一番２５

楽一２７、コープショート一発２７、ダブルショットＡ２７、登熟一番２７

楽一２０Ｓ、ダブルショットＡ２０Ｓ、登熟一番２０Ｓ

楽一１８、コープショート一発１８、ダブルショットＡ１８、登熟一番１８

楽一２０Ｗ、ダブルショットＡ２０Ｗ、登熟一番２０Ｗ

楽一２８N、登熟一番２８N、ダブルショットA２８N、コープショート一発ハイチッソ

ヒドロキシイソキサゾール複合
肥料

タチガレファイト液剤

プロベナゾール複合肥料 オリゼメート入り複合燐加安２６４、一発６６４、コープガード一発６６４

５．植物成長調整剤

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ウニコナゾールＰ液剤 スミセブンＰ液剤

ウニコナゾールＰ粒剤 ロミカ粒剤

過酸化カルシウム粉粒剤 カルパー粉粒剤１６

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

ウニコナゾールＰ複合肥料

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

一般社団法人　日本草地畜産種子協会

（令和2年1月21日通知に対応）
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ブロモブチド水和剤 ゴエモンフロアブル

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ブロモブチド粒剤
ゴエモン１キロ粒剤
ゴエモンジャンボ

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン水和剤 ツルギフロアブル

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン粒剤
ツルギ２５０粒剤
ツルギジャンボ
ツルギ１キロ粒剤

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン水和剤 キマリテフロアブル

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン粒剤
キマリテ1キロ粒剤
キマリテジャンボ

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤
カチボシＬフロアブル
カチボシフロアブル

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤

カチボシ１キロ粒剤５１
カチボシ１キロ粒剤７５
カチボシジャンボ
カチボシＬジャンボ

イプフェンカルバゾン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤
ウィナーフロアブル
ウィナーＬフロアブル

イプフェンカルバゾン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤

ウィナー１キロ粒剤７５
ウィナー１キロ粒剤５１
ウィナージャンボ
ウィナーＬジャンボ

イプフェンカルバゾン・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 ジャイロフロアブル

イプフェンカルバゾン・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤 ジャイロ1キロ粒剤

イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤 キックバイ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和剤 サラブレッドＲＸフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル水和剤 サラブレッドＫＡＩフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤 サラブレッドＫＡＩ１キロ粒剤、サラブレッドKAIジャンボ

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤
バッチリＬＸフロアブル
デルタアタックフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤

バッチリＬＸジャンボ、バッチリＬＸ１キロ粒剤、
バッチリLX４００FG、
デルタアタックジャンボ 、デルタアタック１キロ粒剤 、
デルタアタック４００FG

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ベンゾビシクロン水和剤 キチットフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ベンゾビシクロン粒剤
キチット１キロ粒剤
キチットジャンボ

イマゾスルフロン・ピラクロニル粒剤 カットダウン１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 バッチリフロアブル

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤 バッチリ１キロ粒剤、バッチリジャンボ、バッチリ４００FG

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・ブロモブチド粒剤 オサキニ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 マスラオフロアブル

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 マスラオ１キロ粒剤、マスラオジャンボ

イマゾスルフロン・フェントラザミド・ブロモブチド粒剤 ドニチＳ１キロ粒剤、マクダス１キロ粒剤

インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤 該当無し

インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 該当無し

インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤 ライジンパワーフロアブル

インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤 ライジンパワー１キロ粒剤、ライジンパワージャンボ

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 ミスターホームランＤ　Ｌジャンボ

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 ゴウワンＬフロアブル

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 該当無し

ミスターホームランＬフロアブル

クレセントフロアブル

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 ミスターホームラン１キロ粒剤５１

オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン粒剤 シリウスターボジャンボ

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人　日本草地畜産種子協会
（令和2年1月21日通知に対応）

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤 ジェイフレンドフロアブル 

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤 ジェイフレンド１キロ粒剤  ジェイフレンドジャンボ 

オキサジクロメホン・テフリルトリオン水和剤 エーワンフロアブル

オキサジクロメホン・テフリルトリオン粒剤　（有効成分含有量がオキサジクロ
メホン2.0%で使用量が小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10aであるものに限る）

エーワンジャンボ

オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン水和剤 シリウスエグザ顆粒

オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン粒剤 シリウスエグザ１キロ粒剤

オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン剤 ナギナタ豆つぶ２５０、ナギナタジャンボ

オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン粒剤 ナギナタ１キロ粒剤

カフェンストロール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾビシ
クロン粒剤

タンボエース１キロ粒剤、
フルイニングスカイ５００グラム粒剤、
ジャイブスカイ５００グラム粒剤、
フルイニングジャンボ、
ジャイブジャンボ、タンボエースジャンボ

カフェンストロール・シクロスルファムロン・ダイムロン・ベンゾビシクロン粒剤
サスケ-ラジカルジャンボ
レオンジャンボパワー
サスケ粒剤200

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤 該当無し

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和
剤

シロノックLフロアブル

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 シロノック１キロ粒剤５１、シロノックＬジャンボ

カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤 月光１キロ粒剤

カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤 フルチャージジャンボ

グリホサートアンモニウム塩液剤 ブロンコ

グリホエキス液剤、サンフーロン液剤、

エイトアップ液剤、グリホス、クサクリーン液剤、

草枯らしＭＩＣ、ハイ－フウノン液剤、ピラサート液剤、

コンパカレール液剤、ハーブ・ニート液剤、

キャピタルグリホサート４１％、シンノングリスター、

マイター液剤、クサトリキング、カルナクス、クサクリア、

マルガリーダ、ランドマスター

グリホサートカリウム塩液剤 タッチダウンｉＱ、ラウンドアップマックスロード

グルホシネート液剤 バスタ液剤

シクロスルファムロン・ベンゾビシクロン・ペントキサゾン粒剤 半蔵1キロ粒剤

ジクワット・パラコート液剤 プリグロックスＬ

シハロホップブチル乳剤 クリンチャーＥＷ

シハロホップブチル粒剤 クリンチャー１キロ粒剤、クリンチャージャンボ

シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 ザーベックスＤＸ１キロ粒剤

シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 ハイカット1キロ粒剤、サンパンチ1キロ粒剤

シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル・メフェナセット粒剤 リボルバー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンゾビシクロン・ＭＣＰＢ粒剤 カービー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンタゾン液剤 クリンチャーバスＭＥ液剤

ジメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン粒剤 レブラス１キロ粒剤 ★

ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ブロモブチド粒剤 クサトッタ１キロ粒剤、スラッシャ１キロ粒剤

シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤 ツイゲキ１キロ粒剤 ★

シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 クミメートＳＭ１キロ粒剤

シメトリン・ペノキススラム・ＭＣＰＢ粒剤 ブイゴールＳＭ１キロ粒剤

シメトリン・モリネート粒剤 マメット粒剤

シメトリン・モリネート・ＭＣＰＢ粒剤 マメットＳＭ１キロ粒剤、マメットＳＭ粒剤

ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 イッポンＤフロアブル

ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 イッポンＤ１キロ粒剤５１

ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤 ゲパード１キロ粒剤 ★

ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤 銀河１キロ粒剤

ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤 フォーマット１キロ粒剤５１

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

イノーバＤＸアップ１キロ粒剤５１

ライジング１キロ粒剤７５

ダイムロン・ペノキススラム粒剤 フォローアップ１キロ粒剤、ワイドアタックＤ１キロ粒剤

ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤 ザークＤ１キロ粒剤５１

ダイムロン・ペントキサゾン水和剤 テマカットフロアブル

テフリルトリオン・トリアファモン水和剤
カウンシルコンプリートフロアブル
ボデーガードプロフロアブル

テフリルトリオン・トリアファモン粒剤

カウンシルコンプリート１キロ粒剤
ボデーガードプロ１キロ粒剤
カウンシルコンプリートジャンボ
ボデーガードプロジャンボ

テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤 ゲットスター顆粒

テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤 ゲットスター１キロ粒剤

テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤 コメット顆粒 ★

テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤 コメット１キロ粒剤

テフリルトリオン・ピラクロニル・モリネート粒剤 イッソウ１キロ粒剤 

テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤 ボデーガードフロアブル

テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤 ボデーガード１キロ粒剤、ボデーガードジャンボ

テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン水和剤 シグナスフロアブル ★

テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン粒剤 シグナス１キロ粒剤、シグナスジャンボ ★

トリアファモン・フェンキノトリオン剤 プライオリティ豆つぶ２５０、プライオリティジャンボ ★

トリアファモン・フェンキノトリオン粒剤 プライオリティ１キロ粒剤

トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤
カウンシルエナジーフロアブル、カウントダウンフロアブ
ル、アバンティフロアブル

★

トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤
アバンティ１キロ粒剤、アバンティジャンボ、カウンシルエ
ナジー1キロ粒剤、カウンシルエナジージャンボ、カウント
ダウン1キロ粒剤、カウントダウンジャンボ

ハロスルフロンメチル水和剤 シャドー水和剤

ビスピリバックナトリウム塩液剤 ノミニー液剤

ピラクロニル水和剤 ピラクロンフロアブル、兆フロアブル

ピラクロニル粒剤 ピラクロン１キロ粒剤、兆１キロ粒剤

ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤 ハーディ1キロ粒剤

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン水和剤 イネキングフロアブル、クサバルカンフロアブル

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン粒剤
イネキング１キロ粒剤、イネキングジャンボ、
クサバルカン１キロ粒剤、クサバルカンジャンボ

ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤 ヤブサメ豆つぶ２５０、ヤブサメジャンボ

ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤 ヤブサメ１キロ粒剤

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 エンペラー豆つぶ２５０ 、エンペラージャンボ ★

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 エンペラーフロアブル

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 エンペラー１キロ粒剤

ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤
センイチＭＸ１キロ粒剤、フルパワーＭＸ１キロ粒剤、
タンボパワー１キロ粒剤、センイチＭＸジャンボ、フルパ
ワーＭＸジャンボ、タンボパワージャンボ

ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤 メガゼータフロアブル、ビクトリーＺフロアブル

メガゼータ１キロ粒剤、メガゼータジャンボ
ビクトリーＺ１キロ粒剤、ビクトリーZジャンボ、
ビクトリーZ４００FG

ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 アッパレＺフロアブル 

ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤
アッパレＺ１キロ粒剤
アッパレＺジャンボ
アッパレZ４００FG

ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 イッポンフロアブル

ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤
イッポン１キロ粒剤７５
イッポンジャンボ

ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤 サンシャインフロアブル

ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤 サンシャイン１キロ粒剤

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 ピラクロエースフロアブル、カリュードフロアブル

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤
ピラクロエース1キロ粒剤、ピラクロエースジャンボ、
カリュード1キロ粒剤、カリュードジャンボ

ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤 プレキープ１キロ粒剤

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 ダブルスター１キロ粒剤

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤 ダブルスターSB顆粒

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤 ダブルスターSB1キロ粒剤、ダブルスターSBジャンボ

ピラゾスルフロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤 アネシス1キロ粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤

ダイムロン・フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ピラゾレート粒剤 サンバード粒剤、サンバード１キロ粒剤３０

ピラゾレート・プロピリスルフロン粒剤 キクンジャーＺ１キロ粒剤

ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤 アールタイプフロアブル、シュナイデンフロアブル

ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤
アールタイプ1キロ粒剤、アールタイプジャンボ、
シュナイデン1キロ粒剤、シュナイデンジャンボ、
ジカマック５００グラム粒剤

ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン粒剤 アクシズＭＸ１キロ粒剤

ピリミスルファン剤 ベストパートナー豆つぶ２５０

ピリミスルファン粒剤 ベストパートナー１キロ粒剤、アトトリ１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤
ガンガン豆つぶ２５０
ガンガンジャンボ

ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤 ガンガン１キロ粒剤 

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 ベッカク豆つぶ２５０、ベッカクジャンボ

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 ベッカク１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン剤 ベンケイ豆つぶ２５０、ベンケイジャンボ

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン粒剤 ベンケイ１キロ粒剤

ピリミスルファン・ベンゾビシクロン剤 ザンテツ豆つぶ２５０、ザンテツジャンボ

ピリミスルファン・ベンゾビシクロン粒剤 ザンテツ１キロ粒剤

ピリミスルファン・メフェナセット剤 ムソウ豆つぶ２５０

ピリミスルファン・メフェナセット粒剤 ムソウ１キロ粒剤  、ムソウジャンボ

ピリミノバックメチル剤 ヒエクリーン豆つぶ２５０

ピリミノバックメチル粒剤 ヒエクリーン１キロ粒剤、ワンステージ１キロ粒剤

ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 ベルーガフロアブル

ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 ベルーガ１キロ粒剤

トップガン２５０グラム、トップガンＬ２５０グラム

トップガンＬジャンボ

トップガンフロアブル

トップガンＬフロアブル

トップガンＧＴ１キロ粒剤７５

トップガンＧＴ１キロ粒剤５１

ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤 ヒエクリーンバサグラン粒剤

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル剤 アルファープロＬ豆つぶ２５０、アルファープロＬジャンボ

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 アルファープロ１キロ粒剤７５

クサオウジＨフロアブル、クサトリーＤＸフロアブルＨ

イノーバトリオフロアブル

クサオウジ１キロ粒剤７５、クサトリーDX１キロ粒剤７５

イノーバトリオ１キロ粒剤７５

イノーバＤＸアップ１キロ粒剤７５

イノーバトリオ１キロ粒剤５１、ザークＤＸ１キロ粒剤７５

フェントラザミド・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 クサトリーBSXフロアブルL、クサトリーBSXフロアブルH

フェントラザミド・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤
クサトリーBSX1キロ粒剤51、クサトリーBSX1キロ粒剤75、
クサトリーBSXジャンボL、クサトリーBSXジャンボH、
ビッグシュアZ1キロ粒剤51

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 スマートフロアブル

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤 天空フロアブル ★

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤 天空１キロ粒剤、天空ジャンボ ★

ブタクロール乳剤（ 使用量500 ml/10 a に限る） マーシェット乳剤

ブタクロール・ペントキサゾン乳剤 サキドリEW、イネゼットＥＷ

フルセトスルフロン粒剤
スケダチ１キロ粒剤、ヒエクッパ１キロ粒剤、スケダチエー
ス1キロ粒剤、ヒエクッパエース1キロ粒剤

プロピリスルフロン水和剤 ゼータワンフロアブル

プロピリスルフロン粒剤 ゼータワン１キロ粒剤、ゼータワンジャンボ

プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 ゼータファイヤフロアブル

プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤
ゼータファイヤ１キロ粒剤
ゼータファイヤジャンボ

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤 ゼータタイガーフロアブル、ドラゴンホークZフロアブル

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤
ゼータタイガー１キロ粒剤、ゼータタイガージャンボ、
ドラゴンホークZ１キロ粒剤、ドラゴンホークZジャンボ

プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤 ゼータハンマーフロアブル

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤

フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤

フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和
剤
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 ゼータハンマー１キロ粒剤、ゼータハンマージャンボ

ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 パワーウルフ１キロ粒剤５１

ペノキススラム水和剤 ワイドアタックＳＣ

ペノキススラム・ベンゾビシクロン粒剤
テッケン１キロ粒剤、ニトウリュウ１キロ粒剤
テッケンジャンボ、ニトウリュウジャンボ

ペノキススラム・ベンタゾン粒剤 ワイドパワー粒剤

ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 ウルフエース粒剤１７、ウルフエース１キロ粒剤５１

ベンタゾン液剤 バサグラン液剤（ナトリウム塩）

ベンタゾン粒剤 バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

モリネート粒剤 オードラム粒剤

ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ブロモブチド水和剤 ゴエモンフロアブル

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ブロモブチド粒剤
ゴエモン１キロ粒剤
ゴエモンジャンボ

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン水和剤 ツルギフロアブル

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン粒剤
ツルギ２５０粒剤
ツルギジャンボ
ツルギ１キロ粒剤

イプフェンカルバゾン・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 ジャイロフロアブル

イプフェンカルバゾン・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤 ジャイロ1キロ粒剤

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン水和剤 キマリテフロアブル

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン粒剤
キマリテジャンボ
キマリテ１キロ粒剤

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤
カチボシＬフロアブル
カチボシフロアブル

イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤

カチボシ１キロ粒剤５１
カチボシ１キロ粒剤７５
カチボシＬジャンボ
カチボシジャンボ

イプフェンカルバゾン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤
ウィナーフロアブル
ウィナーＬフロアブル

イプフェンカルバゾン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤

ウィナー１キロ粒剤７５
ウィナー１キロ粒剤５１
ウィナージャンボ
ウィナーＬジャンボ

イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤 キックバイ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和剤 サラブレッドＲＸフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ダイムロン水和剤 サラブレッドフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル水和剤 サラブレッドＫＡＩフロアブル 

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤 サラブレッドＫＡＩ１キロ粒剤、サラブレッドＫＡＩジャンボ

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 バッチリＬＸフロアブル、デルタアタックフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤
バッチリＬＸ１キロ粒剤、デルタアタック１キロ粒剤
バッチリＬＸジャンボ、デルタアタックジャンボ
バッチリLX４００FG、デルタアタック４００FG

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ベンゾビシクロン水和剤 キチットフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ベンゾビシクロン粒剤
キチット１キロ粒剤
キチットジャンボ

イマゾスルフロン・カフェンストロール・ダイムロン粒剤 クラッシュ１キロ粒剤、クラッシュＥＸジャンボ

イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン水和剤 ザ・ワンフロアブル、テマエースフロアブル

イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン粒剤 ザ・ワン１キロ粒剤、テマエース１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル粒剤 カットダウン１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 バッチリフロアブル

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤 バッチリ１キロ粒剤、バッチリジャンボ、バッチリ４００FG

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 マスラオフロアブル

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 マスラオ１キロ粒剤、マスラオジャンボ

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・ブロモブチド粒剤 オサキニ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・フェントラザミド・ブロモブチド粒剤 ドニチＳ１キロ粒剤、マクダス１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤 ヨシキタフロアブル

イマゾスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤 ヨシキタ１キロ粒剤、ヨシキタジャンボ

インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤 該当無し

インダノファン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 該当無し

インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 マサカリＬジャンボ

インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤 ライジンパワーフロアブル

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人　日本草地畜産種子協会

（令和2年1月21日通知に対応）
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤 ライジンパワー１キロ粒剤、ライジンパワージャンボ

エスプロカルブ・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤
スパークスター粒剤
スパークスター１キロ粒剤

エスプロカルブ・ピラゾスルフロンエチル・ペノキススラム・ベンゾビシクロン粒剤 フォーカード1キロ粒剤

エトキシスルフロン・クロメプロップ・トリアファモン・フェントラザミド粒剤 ドリフ１キロ粒剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ブロモブチド・ベンスルフロン
メチル粒剤

ゴウワンＤＬジャンボ

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 ミスターホームランＤ　Ｌジャンボ 

パットフルエースＬ２５０グラム

パットフルエースＬジャンボ

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 ゴウワンＬフロアブル

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 該当無し

ミスターホームランＬフロアブル

クレセントフロアブル

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤

ミスターホームランＬジャンボ
ミスターホームラン１キロ粒剤５１
クレセントジャンボ
クレセント１キロ粒剤７５

オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン水和剤 シリウスターボフロアブル

オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン粒剤 シリウスターボ1キロ粒剤、シリウスターボジャンボ

オキサジクロメホン・テフリルトリオン水和剤 エーワンフロアブル

オキサジクロメホン・テフリルトリオン粒剤　（有効成分含有量がオキサジクロ
メホン2.0%で使用量が小包装(ﾊﾟｯｸ)10個(300g)/10aであるものに限る）

エーワンジャンボ

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤 ジェイフレンドフロアブル

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤
ジェイフレンド１キロ粒剤
ジェイフレンドジャンボ

オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ブロモブチド水和剤 ビンワンフロアブル
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ブロモブチド粒剤 ビンワン1キロ粒剤、ビンワンジャンボ

オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン水和剤 シリウスエグザフロアブル、シリウスエグザ顆粒

オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン粒剤 シリウスエグザ1キロ粒剤、シリウスエグザジャンボ

オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤 マイウェイ豆つぶ２５０、マイウェイジャンボ

オキサジクロメホン・ピリミスルファン粒剤 該当無し

オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン剤 ナギナタジャンボ、ナギナタ豆つぶ２５０

オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン粒剤 ナギナタ１キロ粒剤

オキサジクロメホン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 パットフルＬジャンボ 

カフェンストロール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾビシ
クロン粒剤

フルイニング１キロ粒剤、ジャイブ１キロ粒剤、
タンボエース１キロ粒剤、
フルイニングスカイ５００グラム粒剤、
ジャイブスカイ５００グラム粒剤、
タンボエーススカイ５００グラム粒剤、
フルイニングジャンボ、
ジャイブジャンボ、タンボエースジャンボ

カフェンストロール・シクロスルファムロン・ダイムロン粒剤 ネビロス－ラジカルジャンボ

カフェンストロール・シクロスルファムロン・ダイムロン・ベンゾビシクロン粒剤
サスケ-ラジカルジャンボ
レオンジャンボパワー
サスケ粒剤200

ジョイスターフロアブル

ジョイスターＬフロアブル

カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤 該当無し

カフェンストロール・ジメタメトリン・ダイムロン・ベンゾビシクロン粒剤 キクトモ１キロ粒剤

カフェンストロール・ダイムロン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 シルトフロアブル、オークスフロアブル

カフェンストロール・ダイムロン・ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤 トビキリ５００グラム粒剤、トビキリジャンボ

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤 該当無し

ウィードレス粒剤１７、
クサトリエースＬジャンボ

クサトリエース粒剤１７

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 シロノックＬフロアブル

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤

カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 シロノック１キロ粒剤５１、シロノックＬジャンボ

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和剤 イネパーティーＬフロアブル 

カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン水和剤 月光フロアブル 

カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤 月光１キロ粒剤、月光ジャンボ

カフェンストロール・ピラゾレート・ブロモブチド粒剤 ナイスショットジャンボ

カフェンストロール・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン剤
テラガードＬジャンボ
テラガードＬ２５０グラム

カフェンストロール・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 テラガードＬフロアブル

カフェンストロール・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 テラガード１キロ粒剤５１

カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤 フルチャージジャンボ

グリホサートアンモニウム塩液剤 ブロンコ

グリホス、キャピタルグリホサート４１％、

クサクリーン液剤、シンノングリスター、

マイター液剤、クサトリキング、カルナクス、

草枯らしMIC、クサクリア、ランドマスター、マルガリータ

グリホサートカリウム塩液剤 タッチダウンｉＱ、ラウンドアップマックスロード

グルホシネート液剤 バスタ液剤

シクロスルファムロン粒剤 該当無し

シクロスルファムロン・ダイムロン・フェントラザミド粒剤 アガリア1キロ粒剤

シクロスルファムロン・プレチラクロール粒剤 かねつぐ１キロ粒剤

シクロスルファムロン・ベンゾビシクロン・ペントキサゾン粒剤 半蔵1キロ粒剤

ジクワット・パラコート液剤 プリグロックスＬ

シハロホップブチル乳剤 クリンチャーＥＷ

クリンチャー粒剤、クリンチャー１キロ粒剤

クリンチャージャンボ

シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 ハイカット1キロ粒剤、サンパンチ1キロ粒剤

シハロホップブチル・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤 ホクト粒剤、ホクト１キロ粒剤

シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 ザーベックスＤＸ１キロ粒剤

シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル・メフェナセット粒剤 リボルバー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンゾビシクロン・ＭＣＰＢ粒剤 カービー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンタゾン液剤 クリンチャーバスＭＥ液剤

ジメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン粒剤 レブラス１キロ粒剤、レブラスジャンボ、レブラスエアー粒剤 ★

クサトッタ粒剤、クサトッタ１キロ粒剤

スラッシャ粒剤、スラッシャ１キロ粒剤

ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ベンフレセート水和剤 ウリホスフロアブル

ウリホス粒剤１５、ウリホス１キロ粒剤

ウリホス粒剤１０

ジメタメトリン・ブタクロール乳剤 クラールEW

ジメタメトリン・ブタクロール粒剤 クラール1キロ粒剤

シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤 ワンオールＳ１キロ粒剤、ボンバード１キロ粒剤

シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤 ツイゲキ１キロ粒剤

シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 クミメートＳＭ１キロ粒剤

シメトリン・フルセトスルフロン・ベンフレセート粒剤 ナイスミドル１キロ粒剤

シメトリン・ペノキススラム・ＭＣＰＢ粒剤 ブイゴールＳＭ１キロ粒剤 

シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 ザーベックスＳＭ粒剤

シメトリン・モリネート粒剤 マメット粒剤

マメットＳＭ１キロ粒剤、マメットＳＭ粒剤

マメットＳＭジャンボ

シメトリン・ＭＣＰＢ粒剤 該当無し

ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 イッポンＤフロアブル

ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 イッポンＤ１キロ粒剤５１、イッポンＤジャンボ

ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤 ゲパード１キロ粒剤、ゲパードジャンボ、ゲパードエアー粒剤 ★

ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤 銀河フロアブル 

ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤 銀河１キロ粒剤、銀河ジャンボ

ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤 フォーマット１キロ粒剤５１

イノーバＤＸ１キロ粒剤５１、ライジング１キロ粒剤７５

イノーバＤＸアップ１キロ粒剤５１

シハロホップブチル粒剤

シメトリン・モリネート・ＭＣＰＢ粒剤

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ブロモブチド粒剤

ダイムロン・フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤

ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ベンフレセート粒剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ダイムロン・プレチラクロール粒剤 パデホープ１キロ粒剤

ダイムロン・ペノキススラム粒剤 フォローアップ１キロ粒剤、ワイドアタックＤ１キロ粒剤

ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤 ザークＤ粒剤１７、ザークＤ１キロ粒剤５１

ダイムロン・ペントキサゾン水和剤 テマカットフロアブル、ダッシュワンフロアブル

ダイムロン・ペントキサゾン粒剤 クサパンチ１キロ粒剤、ダッシュワン１キロ粒剤

ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤 イネヒーローフロアブル

ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤 イネヒーロー１キロ粒剤、イネヒーロージャンボ

ダイムロン・メタゾスルフロン水和剤 ツインスターフロアブル

ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤 ツインスター１キロ粒剤、ツインスタージャンボ

テフリルトリオン・トリアファモン水和剤
カウンシルコンプリートフロアブル
ボデーガードプロフロアブル

テフリルトリオン・トリアファモン粒剤

カウンシルコンプリート１キロ粒剤
ボデーガードプロ１キロ粒剤
カウンシルコンプリートジャンボ
ボデーガードプロジャンボ

テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤
ゲットスターフロアブル
ゲットスター顆粒

テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤
ゲットスター１キロ粒剤
ゲットスタージャンボ

テフリルトリオン・ピラクロニル・ペノキススラム粒剤 ドンピシャ１キロ粒剤

テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤
コメット顆粒
コメットフロアブル

テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤
コメット１キロ粒剤
コメットジャンボ

テフリルトリオン・ピラクロニル・モリネート粒剤 イッソウ１キロ粒剤 

テフリルトリオン・フェントラザミド剤 ボデーガード豆つぶ２５０

テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤 ボデーガードフロアブル

テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤 ボデーガード１キロ粒剤、ボデーガードジャンボ

テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン水和剤 シグナスフロアブル

テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン粒剤
シグナスジャンボ
シグナス１キロ粒剤

トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤 アシュラフロアブル ★
トリアファモン・フェンキノトリオン剤 プライオリティ豆つぶ２５０、プライオリティジャンボ
トリアファモン・フェンキノトリオン粒剤 プライオリティ１キロ粒剤

トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤
アバンティフロアブル、カウンシルエナジーフロアブル、カ
ウントダウンフロアブル

トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤
アバンティ１キロ粒剤、アバンティジャンボ、カウンシルエ
ナジー1キロ粒剤、カウンシルエナジージャンボ、カウント
ダウン1キロ粒剤、カウントダウンジャンボ

トリアファモン・ベンゾビシクロン・ペントキサゾン水和剤 イザナギフロアブル

ビスピリバックナトリウム塩液剤 ノミニー液剤

ピラクロニル水和剤 ピラクロンフロアブル、兆フロアブル 

ピラクロン１キロ粒剤、ピラクロンジャンボ

兆１キロ粒剤、兆ジャンボ

ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤 ハーディ1キロ粒剤

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン水和剤 イネキングフロアブル、クサバルカンフロアブル

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン粒剤
イネキング１キロ粒剤、イネキングジャンボ、
クサバルカン１キロ粒剤、クサバルカンジャンボ

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンフレセート粒剤 該当無し

ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤 ヤブサメ豆つぶ２５０、ヤブサメジャンボ

ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤 ヤブサメ１キロ粒剤 

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 エンペラー豆つぶ２５０、エンペラージャンボ

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 エンペラーフロアブル

ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 エンペラー１キロ粒剤

ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤
センイチＭＸ１キロ粒剤、フルパワーＭＸ１キロ粒剤、
センイチＭＸジャンボ、フルパワーＭＸジャンボ、
タンボパワージャンボ、タンボパワー１キロ粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤 メガゼータフロアブル、ビクトリーＺフロアブル

メガゼータジャンボ、ビクトリーＺジャンボ、ビクトリーＺ４００FG

メガゼータ１キロ粒剤、ビクトリーＺ１キロ粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 アッパレＺフロアブル

ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤 アッパレＺ１キロ粒剤、アッパレＺジャンボ、アッパレZ４００FG

ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤 イッポンフロアブル

ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 イッポン１キロ粒剤75、イッポンジャンボ

ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤

ピラクロニル粒剤
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ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤 サンシャインフロアブル

ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤 サンシャイン１キロ粒剤

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 ピラクロエースフロアブル、カリュードフロアブル

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤
ピラクロエース1キロ粒剤、ピラクロエースジャンボ、
カリュード1キロ粒剤、カリュードジャンボ

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンフレセート水和剤 モーレツフロアブル

ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンフレセート粒剤 モーレツ１キロ粒剤、モーレツジャンボ

ワンオール粒剤

クサナイト粒剤

ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤 プレキープ１キロ粒剤

ピラゾスルフロンエチル粒剤 シリウス粒剤

ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン粒剤
ロータスＭＸ１キロ粒剤、ロータスＭＸジャンボ、
アピログロウＭＸ１キロ粒剤、アピログロウＭＸジャンボ

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 ダブルスター１キロ粒剤、ダブルスタージャンボ

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤 ダブルスターSB顆粒

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤 ダブルスターSB1キロ粒剤、ダブルスターSBジャンボ

ピラゾスルフロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤 アネシス1キロ粒剤

ピラゾレート粒剤 サンバード粒剤

ピラゾレート・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤 ウエスフロアブル

ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート水和剤 該当無し

ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート粒剤 該当無し

ピラゾレート・プレチラクロール・メソトリオン粒剤 カミオンＭＸ１キロ粒剤

ピラゾレート・プロピリスルフロン水和剤 キクンジャーＺフロアブル、チャンスタイムＺフロアブル

キクンジャーＺ１キロ粒剤、キクンジャーＺジャンボ

チャンスタイムＺ１キロ粒剤

ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤 アールタイプフロアブル、シュナイデンフロアブル

ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤
アールタイプ１キロ粒剤、シュナイデン１キロ粒剤、
アールタイプジャンボ、シュナイデンジャンボ

ピラゾレート・ペントキサゾン水和剤 スウィープフロアブル

ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン剤 ジャンダルム豆つぶ250、ジャンダルムMXジャンボ ★

ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン粒剤 ジャンダルムMX1キロ粒剤 ★

ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン粒剤 アクシズＭＸ１キロ粒剤

ベストパートナー豆つぶ２５０

アトトリ豆つぶ２５０

ベストパートナージャンボ

ベストパートナー１キロ粒剤

アトトリ１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤 ガンガン豆つぶ２５０、ガンガンジャンボ

ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤 ガンガン１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤 ベッカク豆つぶ２５０、ベッカクジャンボ

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤 ベッカク１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン剤 ベンケイジャンボ、ベンケイ豆つぶ250

ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン粒剤 ベンケイ１キロ粒剤

ピリミスルファン・フェントラザミド剤 ヤイバジャンボ、ヤイバ豆つぶ２５０

ピリミスルファン・フェントラザミド粒剤 ヤイバ１キロ粒剤、ゴール１キロ粒剤

ピリミスルファン・ベンゾビシクロン剤 ザンテツ豆つぶ２５０、ザンテツジャンボ

ピリミスルファン・ベンゾビシクロン粒剤 ザンテツ１キロ粒剤

ピリミスルファン・メフェナセット剤 ムソウ豆つぶ２５０、ムソウジャンボ

ピリミスルファン・メフェナセット粒剤 ムソウ１キロ粒剤 

ピリミノバックメチル剤 ヒエクリーン豆つぶ２５０

ピリミノバックメチル粒剤 ヒエクリーン１キロ粒剤、ワンステージ１キロ粒剤

ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤 ベルーガフロアブル

ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤　（ただし、ピラゾキシフェン含有量が
6％以下の製剤に限る）

ピラゾレート・プロピリスルフロン粒剤

ピリミスルファン剤

ピリミスルファン粒剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤 ベルーガ１キロ粒剤

トップガン２５０グラム、トップガンＬ２５０グラム
トップガンジャンボ、トップガンＬジャンボ
トップガンフロアブル
トップガンＬフロアブル 
トップガンＧＴ１キロ粒剤７５

トップガンＧＴ１キロ粒剤５１

ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤 ヒエクリーンバサグラン粒剤

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル剤

クミスター豆つぶ２５０、クミスターＬ豆つぶ２５０、
クミスタージャンボ、アルファープロＨジャンボ、
クミスターＬジャンボ、アルファープロＬジャンボ
アルファープロＨ豆つぶ２５０
アルファープロＬ豆つぶ２５０

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤
クミスターフロアブル、アルファープロＨフロアブル、
クミスターＬフロアブル、アルファープロＬフロアブル

フェノキサスルホン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤
クミスター１キロ粒剤５１、アルファープロ１キロ粒剤５１、
クミスター１キロ粒剤７５、アルファープロ１キロ粒剤７５

フェノキサスルホン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 オオワザフロアブル

フェノキサスルホン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤 オオワザジャンボ、オオワザ１キロ粒剤７５

フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 クサビフロアブル

クサオウジＨフロアブル、クサトリーＤＸフロアブルＬ

クサトリーＤＸフロアブルＨ、イノーバトリオフロアブル

イノーバトリオＬフロアブル

クサオウジ１キロ粒剤７５、クサオウジＨジャンボ

クサトリーＤＸ１キロ粒剤５１、クサトリーＤＸ１キロ粒剤７５

クサトリーＤＸジャンボＨ、クサトリーＤＸジャンボＬ

イノーバトリオ１キロ粒剤５１、イノーバトリオ１キロ粒剤７５

イノーバトリオジャンボ、イノーバトリオＬジャンボ

イノーバＤＸアップ１キロ粒剤７５
ザークＤＸ１キロ粒剤７５、ザークＤＸ１キロ粒剤５１、
ザークＤＸジャンボＨ、ザークＤＸジャンボＬ

フェントラザミド・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン水和剤 クサトリーＢＳＸフロアブルＬ、クサトリーＢＳＸフロアブルＨ

フェントラザミド・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤
イノーバＺ１キロ粒剤７５、クサトリーＢＳＸ１キロ粒剤７５、
ビッグシュアＺ１キロ粒剤５１、クサトリーＢＳＸ１キロ粒剤５
１、　クサトリーＢＳＸジャンボＬ、クサトリーＢＳＸジャンボＨ

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 スマートフロアブル
フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤 スマート１キロ粒剤 
フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン水和剤 天空フロアブル 

フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤
天空ジャンボ
天空１キロ粒剤

フェントラザミド・ベンゾフェナップ・ベンフレセート水和剤 パンチャーフロアブル 
フェントラザミド・ベンゾフェナップ・ベンフレセート粒剤 パンチャー１キロ粒剤 
ブタクロール乳剤 マーシェット乳剤

ブタクロール粒剤
マーシェットジャンボ、マーシェット1キロ粒剤、
マーシェット粒剤５

ブタクロール・ペントキサゾン乳剤 サキドリEW、イネゼットＥＷ
ブタクロール・ペントキサゾン粒剤 サキドリ１キロ粒剤

フルセトスルフロン粒剤
スケダチ１キロ粒剤、ヒエクッパ１キロ粒剤、
スケダチジャンボ、ヒエクッパジャンボ、
スケダチエース１キロ粒剤、ヒエクッパエース１キロ粒剤

プレチラクロール乳剤 エリジャン乳剤

プレチラクロール粒剤 ソルネット１キロ粒剤、エリジャンジャンボ

プレチラクロール・ベンゾフェナップ水和剤 ユニハーブフロアブル 

プレチラクロール・メソトリオン粒剤 マキシーＭＸ１キロ粒剤

プロピリスルフロン水和剤 ゼータワンフロアブル

プロピリスルフロン粒剤 ゼータワン１キロ粒剤、ゼータワンジャンボ

プロピリスルフロン・ブロモブチド水和剤 ゼータファイヤフロアブル

ゼータファイヤ１キロ粒剤

ゼータファイヤジャンボ

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤 ゼータタイガーフロアブル、ドラゴンホークZフロアブル

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤
ゼータタイガー１キロ粒剤、ゼータタイガージャンボ、
ドラゴンホークZ１キロ粒剤、ドラゴンホークZジャンボ

プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤 ゼータハンマーフロアブル

プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤 ゼータハンマー１キロ粒剤、ゼータハンマージャンボ

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤

フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和剤

プロピリスルフロン・ブロモブチド粒剤

フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類 農薬の名称（製品名） 備考

ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 パワーウルフ１キロ粒剤５１

ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン水和剤 クサカリテイオーフロアブル、クサカリテイオーＬフロアブル

ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤　（ ただし、ベンスル
フロンメチル含有量が1.3%以下の製剤に限る）

クサカリテイオー１キロ粒剤５１、
クサカリテイオー１キロ粒剤７５、
クサカリテイオーＬジャンボ

ブロモブチド・ペントキサゾン剤 ショキニー２５０グラム 

ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤 ショキニーフロアブル

ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤 イネショット１キロ粒剤 

ペノキススラム水和剤 ワイドアタックＳＣ

ペノキススラム・ベンゾビシクロン粒剤
テッケン１キロ粒剤、ニトウリュウ１キロ粒剤
テッケンジャンボ、ニトウリュウジャンボ

ペノキススラム・ベンタゾン粒剤 ワイドパワー粒剤

ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 ウルフエース粒剤１７、ウルフエース１キロ粒剤５１

ベンゾビシクロン・ペントキサゾン水和剤 プレッサフロアブル

ベンゾビシクロン・ペントキサゾン粒剤 フォーカスショットジャンボ

ベンタゾン液剤 バサグラン液剤（ナトリウム塩）

ベンタゾン粒剤 バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

サインヨシフロアブル、ベクサーフロアブル

ベアスフロアブル、メテオフロアブル

ベクサー１キロ粒剤、ベアス１キロ粒剤 

メテオ１キロ粒剤、メテオジャンボ

ペントキサゾン・ＡＣＮ水和剤 クリアホープフロアブル

ベンフレセート粒剤 ザーベックス粒剤

モリネート粒剤 オードラム粒剤 

ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

注２）備考欄の★印は令和2年1月21日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

注１）記載されている農薬の名称（製品名）は令和２年1月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

ペントキサゾン粒剤

ペントキサゾン水和剤
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