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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（平成 26 年厚生労働省令第 124 号）

及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成 26 年厚生労働省告示第

409 号）が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第

23 号。以下「省令」という。）及び食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省

告示第 370 号。以下「告示」という。）の一部が改正されたところであるが、改

正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれた

い。 

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

 １ 省令関係 

   食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 10 条の規

定に基づき、アスパラギナーゼ及び２，３－ジエチルピラジンを省令別表第

１に追加したこと。 

 ２ 告示関係 

 ⑴ 法第 11 条第１項の規定に基づき、農薬アゾキシストロビン、農薬オキシ

ン銅、農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸、動物用医薬品ダノフロキサ

シン、農薬ピリミジフェン、農薬ファモキサドン、農薬フルジオキソニル、

農薬フルフェナセット、農薬プロパルギット、農薬メタアルデヒド及び農薬

ITIYP
写



メトコナゾールについて、食品中の残留基準を設定したこと（別紙参照）。 

 また、同項の規定に基づき、残留基準が設定されている農薬アザコナゾー

ル、動物用医薬品２－アセチルアミノ－５－ニトロチアゾール、農薬アニラ

ジン、農薬アラマイト、農薬クロゾリネート、農薬クロルブファム、農薬ク

ロルベンシド、農薬クロロクスロン、農薬ジオキサチオン、農薬１，１－ジ

クロロ－２，２－ビス（４－エチルフェニル）エタン、農薬ジノテルブ、農

薬ジフェナミド、農薬ジメチリモール、農薬スルプロホス、農薬ダイアレー

ト、農薬ナプタラム、農薬ニトロタールイソプロピル、農薬バーバン、動物

用医薬品ビチオノール、農薬ピラゾホス、農薬及び動物用医薬品フェンクロ

ルホス、農薬ブロモホス、農薬ブロモホスエチル、農薬ホラムスルフロン、

農薬ホルモチオン、動物用医薬品ミロキサシン、農薬メカルバム、農薬メタ

クリホス及び農薬モノリニュロンについて、食品中の残留基準を削除したこ

と（別紙参照）。 

  ⑵ 法第 11 条第１項の規定に基づき、アスパラギナーゼ及び２，３－ジエチ 

ルピラジンの成分規格を設定し、試薬・試液等を改正したこと。また、同 

規定に基づき、２，３－ジエチルピラジンの使用基準を設定したこと。 

第２ 施行・適用期日 

１ 省令関係 

   公布日から適用されるものであること。 

 ２ 告示関係 

公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもの

のうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成 27

年５月 17 日から適用されるものであること。 

 

農薬等 食品 

アザコナゾール マッシュルーム 

２－アセチルアミノ

－５－ニトロチアゾ

ール 

その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家

きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食

用部分 

アニラジン 

ばれいしょ、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、

かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、

キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チン

ゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな

科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、

エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、た

まねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、そ

の他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロ

リ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、



その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すい

か、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほう

れんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、

未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、そ

の他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実

全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その

他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメ

ロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おう

とう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、

クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶ

どう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイ

ナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめ

やし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにば

なの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、

くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、そ

の他のスパイス及びその他のハーブ 

アラマイト 茶及びホップ 

オキシン銅 

とうもろこし、そば、さといも類、かんしょ、やまいも、そ

の他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、

西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、

ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく

科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり

科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、

その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、

しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のう

り科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未

成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、

しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつ

みかんの外果皮、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、

うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブ

ルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリ

ー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、

パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、な

つめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、

綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペ

カン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他の



ハーブ 

クロゾリネート 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその

他のハーブ 

クロルブファム 

とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や

まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、



レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

クロルベンシド 

茶、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属

する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類

に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺

乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸

棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の



卵及びその他の家きんの卵 

クロロクスロン 

とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や

まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 



ジオキサチオン 

とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や

まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその

他のハーブ 

１，１－ジクロロ－

２，２－ビス（４－

エチルフェニル）エ

タン 

茶及びホップ 

ジノテルブ 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ



な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

ジフェナミド いちご 

ジメチリモール 

だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、

西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、

ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、



レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴ

ー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひま

わりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、

その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモン

ド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその

他のハーブ 

スルプロホス 
トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、その他のう

り科野菜、未成熟いんげん及び綿実 

ダイアレート 

とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や

まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他



の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

ダノフロキサシン 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の

肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、その他の陸

棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、

その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家

きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類（さけ目魚

類に限る。）、魚介類（うなぎ目魚類に限る。）、魚介類（すず

き目魚類に限る。）、魚介類（その他の魚類に限る。）、魚介類

（貝類に限る。）、魚介類（甲殻類に限る。）及びその他の魚

介類 

ナプタラム 
きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、ま

くわうり及びその他のうり科野菜 

ニトロタールイソプ

ロピル 
りんご 

バーバン 
とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や



まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

ビチオノール 

牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂

肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、そ

の他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、その他の



陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分及びその他の

陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 

ピラゾホス 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き



んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

ピリミジフェン 

だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、

西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、きょうな、チン

ゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな

科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、

エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ね

ぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、に

んじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他の

せり科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれん

そう、たけのこ、しょうが、その他の野菜、マルメロ、びわ、

ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴ

ー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実及びそ

の他のハーブ 

ファモキサドン 

小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さ

といも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他の

いも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ

類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キ

ャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲ

ンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、

アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その

他のきく科野菜、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、

パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野

菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他の

うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、しょうが、未成熟え

んどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しい

たけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみか

んの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライ

ム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、

マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、

おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックル

ベリー、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パ

イナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつ

めやし、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、そ

の他のナッツ類及びその他のスパイス 



フェンクロルホス 茶及びホップ 

フルフェナセット 

小麦、えだまめ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類

に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺

乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸

棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他

の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用

部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 

プロパルギット 

その他の穀類、えんどう、ばれいしょ、さといも類、かんし

ょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、

だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、

西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、

ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パ

ースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、

その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すい

か、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほう

れんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いん

げん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきの

こ類、その他の野菜、みかん、日本なし、西洋なし、マルメ

ロ、びわ、もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブ

ルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリ

ー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、

パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、な

つめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べ

にばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、

くり、ペカン、その他のナッツ類、カカオ豆、その他のスパ

イス及びその他のハーブ 

ブロモホス りんご及びカカオ豆 

ブロモホスエチル 

とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせ

い、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、や

まいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西

洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、



ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ

ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、

にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ

ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり

科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく

わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ

クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま

め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他

の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、

グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りん

ご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリ

ン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベ

リー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウ

ィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイ

ス及びその他のハーブ 

ホルモチオン 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ



ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイ

ス及びその他のハーブ 

ミロキサシン 魚介類（うなぎ目魚類に限る。） 

メカルバム 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボ

カド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルー



ツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種

子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、

ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナ

ッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ 

メタクリホス 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその

他のハーブ 

モノリニュロン 

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク



レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパ

イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッシ

ョンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、

ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、

その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他

のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属す

る動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、

その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、

鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家き

んの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の

卵及びその他の家きんの卵 

 

第３ 農薬等の残留基準に関する事項 

１ 運用上の注意 

⑴ 今回基準値を削除した後のアラマイトとは各異性体の和をいうこと。 

⑵ 今回基準値を削除した後のダイアレートとは各異性体の和をいうこと。 



⑶ 今回基準値を設定するフルジオキソニルとは農産物にあってはフルジオ

キソニルのみをいい、畜産物にあってはフルジオキソニル及び２，２－ジ

フルオロ－１，３－ベンズジオキソール－４－カルボン酸に変換されるベ

ンゾピロール代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和をいうこと。 

⑷ 今回基準値を設定するフルフェナセットとはフルフェナセット、[（４－

フルオロフェニル）（１－メチルエチル）アミノ]オキソ酢酸をフルフェナ

セットに換算したもの及び［Ｎ－（４－フルオロフェニル）－Ｎ－（１－

メチルエチル）アセトアミド］－２－スルフィニル酢酸をフルフェナセッ

トに換算したものの和をいうこと。 

⑸ 今回基準値を設定するメトコナゾールとはメトコナゾール（cis 体）及び

メトコナゾール（trans 体）の和をいうこと。 

２ その他 
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）

に基づく農薬フルフェナセットに係る新規農薬登録、農薬アゾキシストロビン、

農薬オキシン銅、農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸、農薬フルジオキソ

ニル、農薬プロパルギット、農薬メタアルデヒド及び農薬メトコナゾールに係

る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。 

 

第４ 添加物に関する事項 
 運用上の注意 

１ アスパラギナーゼの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、

適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされ

る量を超えないよう、関係業者に周知すること。 

２ ２，３－ジエチルピラジンについては、「着香の目的以外に使用してはな

らない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等

の着香の目的以外の使用は認められないこと。 

 

 


