
資料３－２－２　一覧

ファイルNo 最終案No. 品目名 主な用途
1 ［モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレ
ン）］-アルキルトルエン

動物薬・消毒剤

6 2,4-D 農薬・除草剤
13 DDT 農薬・殺虫剤
26 アザペロン 動物薬・鎮静剤
29 アシベンゾラル-S-メチル 農薬・殺菌剤・植物活性剤
32 アジンホスメチル 農薬・殺虫剤
35 アセタミプリド 農薬・殺虫剤
37 アセフェート 農薬・殺虫剤
38 アゾキシストロビン 農薬・殺菌剤
42 アバメクチン 農薬/動物薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
49 アモキシシリン 動物薬・抗生物質
54 アルジカルブ 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤・線虫駆除剤
56 アルトレノゲスト 動物薬・ホルモン剤
59 アンピシリン 動物薬・抗生物質
61 イオドスルフロンメチル 農薬・除草剤
68 イソシアヌル酸 動物薬・殺菌消毒剤
69 イソシンコメロン酸二プロピル 動物薬・殺虫剤
73 イプロジオン 農薬・殺菌剤
74 イプロバリカルブ 農薬・殺菌剤
79 イマザピル 農薬・除草剤
81 イマザモックスアンモニウム塩 農薬・除草剤
83 イマゼタピルアンモニウム塩 農薬・除草剤
84 イミダクロプリド 農薬・殺虫剤
85 イミドカルブ 動物薬・寄生虫駆除剤
88 インドキサカルブ 農薬・殺虫剤
92 エチオン 農薬・ダニ駆除剤・殺虫剤
94 エチプロストントロメタミン 動物薬・ホルモン剤
95 エテホン 農薬・成長調整剤
96 エトキサゾール 農薬・ダニ駆除剤

102 エトプロホス 農薬・殺虫剤
107 エマメクチン安息香酸塩 農薬/動物薬・殺虫剤

108 エリスロマイシン 動物薬・抗生物質
109 塩化ジデシルジメチルアンモニウム 動物薬・殺菌消毒剤
112 エンドスルファン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
114 エンドリン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤・線虫駆除剤
116 エンロフロキサシン 動物薬・合成抗菌剤
117 オイゲノール 動物薬・麻酔薬
120 オキサシリン 動物薬・抗生物質
125 オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン/

テトラサイクリン(和として）
農薬/動物薬・抗生物質（抗菌剤）

126 オキシデメトンメチル 農薬・殺虫剤
128 オキシベンダゾール 動物薬・寄生虫駆除剤
130 オキソリニック酸 農薬/動物薬・合成抗菌剤
139 カスガマイシン 農薬・殺菌剤・抗菌剤
141 カナマイシン 動物薬・抗生物質
142 カラゾロール 動物薬・成長促進剤
144 カルバリル 農薬・殺虫剤・成長調整剤
148 カルベンダジム、ベノミル、チオファネート及び 農薬・殺菌剤
150 カルボスルファン 農薬・殺虫剤
151 カルボフラン 農薬・殺虫剤・線虫駆除剤
159 キャプタン 農薬・殺菌剤
160 キンクロラック 農薬・除草剤
161 キントゼン 農薬・殺菌剤
163 グリカルピラミド 動物薬・寄生虫駆除剤
164 グリホサート 農薬・除草剤
166 クレソキシムメチル 農薬・殺菌剤
167 クレトジム 農薬・除草剤
168 クレンブテロール 動物薬・成長促進剤
169 クロキサシリン 動物薬・抗生物質
174 クロステボル 動物薬・ホルモン剤
176 クロチアニジン 農薬・殺虫剤
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178 クロピラリド 農薬・除草剤
190 クロルスロン 動物薬・寄生虫駆除剤
192 クロルデン 農薬・殺虫剤
193 クロルピリホス 農薬・殺虫剤
194 クロルピリホスメチル 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
195 クロルフェナピル 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
197 クロルフェンビンホス 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
203 クロルマジノン 動物薬・ホルモン剤
204 クロルメコート 農薬・成長調整剤
211 コリスチン 動物薬/飼料添加物・抗生物質
213 酢酸トレンボロン 動物薬・ホルモン剤
226 シアン化水素 農薬・殺虫剤・殺鼠剤
227 ジウロン 農薬・除草剤
230 ジカンバ 農薬・除草剤
234 ジクロキサシリン 動物薬・抗生物質
246 ジクロルボス及びナレド 農薬/動物薬・殺虫剤
249 ジクワット 農薬・除草剤
250 ジコホール 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
251 ジシクラニル 動物薬・昆虫成長制御剤
252 ジスルホトン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
253 ジチアノン 農薬・殺菌剤
254 ジチオカルバメート 農薬・殺菌剤・鳥忌避剤・鼠族忌避剤
258 ジノカップ 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
263 シハロトリン 農薬/動物薬・殺虫剤
264 ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン

（和として）
農薬/動物薬・抗生物質

265 ジフェナミド 農薬・除草剤
267 ジフェニルアミン 農薬・殺菌剤
268 ジフェノコナゾール 農薬・殺菌剤
277 ジフロキサシン 動物薬・合成抗菌剤
278 シプロコナゾール 農薬・殺菌剤
279 シプロジニル 農薬・殺菌剤
280 シペルメトリン 農薬/動物薬・殺虫剤
281 ジベレリン 農薬・成長調整剤
283 シマジン 農薬・除草剤
289 ジメテナミド 農薬・除草剤
290 ジメトエート 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
294 臭素（臭化メチル） 農薬・殺虫剤
296 シラフルオフェン 農薬・殺虫剤
297 シロマジン 農薬/動物薬・殺虫剤
298 スピノサド 農薬・殺虫剤
299 スピラマイシン 動物薬・抗生物質
301 スピロジクロフェン 農薬・ダニ駆除剤
302 スペクチノマイシン 動物薬・抗生物質
327 スルホスルフロン 農薬・除草剤
339 ゼラノール 動物薬・ホルモン剤
341 ゾキサミド 農薬・殺菌剤
343 ダイアジノン 農薬/動物薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
345 タイロシン 動物薬・抗生物質
346 ダノフロキサシン 動物薬・合成抗菌剤
347 チアクロプリド 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤・線虫駆除剤
350 チアベンダゾール 農薬/動物薬・殺菌剤・寄生虫駆除剤
352 チアメトキサム 農薬・殺虫剤
358 チフェンスルフロン 農薬・除草剤
360 チルミコシン 動物薬・抗生物質
361 ディルドリン及びアルドリン 農薬・殺虫剤
362 デキサメタゾン 動物薬・ステロイド系消炎剤
368 テトラコナゾール 農薬・殺菌剤
369 テトラジホン 農薬・ダニ駆除剤
370 テブコナゾール 農薬・殺菌剤
372 テブフェノジド 農薬・殺虫剤
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373 テブフェンピラド 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
375 テフルトリン 農薬・殺虫剤
376 テフルベンズロン 農薬/動物薬・殺虫剤
380 テルデカマイシン 動物薬・抗生物質
382 テルブホス 農薬・殺虫剤・線虫駆除剤
384 ドジン 農薬・殺菌剤
385 ドラメクチン 動物薬・寄生虫駆除剤・殺虫剤
387 トリアジメノール 農薬・殺菌剤
388 トリアジメホン 農薬・殺菌剤
394 トリクロルホン 農薬/動物薬・殺虫剤
399 トリブホス 農薬・成長調整剤
403 トリフルラリン 農薬・除草剤
404 トリフロキシストロビン 農薬・殺菌剤
411 トリメトプリム 動物薬・合成抗菌剤
412 トリルフルアニド 農薬・殺菌剤
417 ナフシリン 動物薬・抗生物質
427 二臭化エチレン 農薬・線虫駆除剤・殺虫剤
434 ネオマイシン 動物薬・抗生物質
437 ノバルロン 農薬・殺虫剤
439 ノルジェストメット 動物薬・ホルモン剤
448 バミドチオン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
450 パラチオン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
451 パラチオンメチル 農薬・殺虫剤
452 バリダマイシン 農薬・殺菌剤
458 ハロスルフロンメチル 農薬・除草剤
460 パロモマイシン 動物薬・抗生物質・寄生虫駆除剤
461 ビアラホス 農薬・除草剤
467 ビテルタノール 農薬・殺菌剤
471 ピノキサデン 農薬・除草剤
472 ビフェナゼート 農薬・ダニ駆除剤
473 ビフェントリン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
474 ピペラジン 動物薬・寄生虫駆除剤
475 ピペロニルブトキシド 農薬/動物薬・共力剤
478 ピメトロジン 農薬・殺虫剤
491 ピリプロキシフェン 農薬・殺虫剤
492 ピリミカルブ 農薬・殺虫剤
494 ピリミホスメチル 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
499 ビンクロゾリン 農薬・殺菌剤
500 ピンドン 農薬・殺鼠剤
501 ファムフール 動物薬・殺虫剤
502 ファモキサドン 農薬・殺菌剤
503 フィプロニル 農薬・殺虫剤
504 フェナミホス 農薬・線虫駆除剤
506 フェニトロチオン 農薬/動物薬・殺虫剤
508 フェノキシカルブ 農薬・殺虫剤
512 フェノブカルブ 農薬/動物薬・殺虫剤
513 フェリムゾン 農薬・殺菌剤
516 フェンチオン 農薬・殺虫剤
518 フェントエート 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
520 フェンピロキシメート 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
523 フェンプロパトリン 農薬・ダニ駆除剤・殺虫剤
532 フッ化スルフリル 農薬・殺虫剤
535 ブプロフェジン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
537 フラザスルフロン 農薬・除草剤
538 プラジクアンテル 動物薬・寄生虫駆除剤
546 フルアジナム 農薬・殺菌剤
547 フルアジホップ 農薬・除草剤
552 フルキンコナゾール 農薬・殺菌剤
553 フルジオキソニル 農薬・殺菌剤
555 フルシラゾール 農薬・殺菌剤
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558 フルトラニル 農薬・殺菌剤
559 フルトリアホール 農薬・殺菌剤
566 フルベンダゾール 動物薬・寄生虫駆除剤
569 フルメキン 動物薬・合成抗菌剤
571 フルメトリン 農薬/動物薬・殺虫剤
572 フルリドン 農薬・除草剤
574 プレドニゾロン 動物薬・ステロイド系消炎剤
575 プロクロラズ 農薬・殺菌剤
578 ブロチゾラム 動物薬・神経系用薬
579 ブロディファコウム 農薬・殺鼠剤
581 プロパクロール 農薬・除草剤
583 プロパニル 農薬・除草剤
585 プロパモカルブ 農薬・殺菌剤
586 プロパルギット 農薬・ダニ駆除剤
587 プロピコナゾール 農薬・殺菌剤
589 プロフェノホス 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
591 プロペタンホス 動物薬・殺虫剤
593 プロポキシカルバゾン 農薬・除草剤
595 ブロマシル 農薬・除草剤
598 プロメトリン 農薬・除草剤
603 ブロモホス 農薬・殺虫剤
604 ブロモホスエチル 農薬・殺虫剤
606 フロルフェニコール 動物薬・合成抗菌剤
607 ヘキサクロロベンゼン 農薬・殺菌剤
610 ヘキサフルムロン 農薬・殺虫剤
613 ベタメタゾン 動物薬・ステロイド系消炎剤
614 ベナラキシル 農薬・殺菌剤
617 ヘプタクロル 農薬・殺虫剤
619 ペルメトリン 農薬/動物薬・殺虫剤
620 ペンコナゾール 農薬・殺菌剤
623 ベンジルペニシリン 動物薬・抗生物質
633 ベンフルラリン 農薬・除草剤
635 ホサロン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
636 ボスカリド 農薬・殺菌剤
642 ホメサフェン 農薬・除草剤
644 ポリオキシン 農薬・殺菌剤
648 ホルモチオン 農薬・殺虫剤
649 ホレート 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤・線虫駆除剤
652 マラチオン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
655 ミクロブタニル 農薬・殺虫剤
665 メソミル及びチオジカルブ 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
670 メタミドホス 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
672 メタラキシル及びメフェノキサム 農薬・殺菌剤
674 メチダチオン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
679 メトキシフェノジド 農薬・殺虫剤
680 メトクロプラミド 動物薬・整胃腸剤
685 メトラクロール 農薬・除草剤
691 メベンダゾール 動物薬・寄生虫駆除剤
692 メロキシカム 動物薬・非ステロイド系消炎剤
696 モノクロトホス 農薬・殺虫剤
701 ラサロシド 動物薬/飼料添加物・抗生物質
703 リニュロン 農薬・除草剤
707 リン化水素 農薬・殺虫剤・殺鼠剤
708 リンコマイシン 動物薬・抗生物質
709 リンデン（γ-BHC） 農薬・殺虫剤
710 ルフェヌロン 農薬・殺虫剤・ダニ駆除剤
715 ワルファリン 農薬/動物薬・殺鼠剤・血液凝固抑制剤

追加1 2,6-ジイソプロピルナフタレン 農薬・成長調整剤
追加2 N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド 農薬・共力剤
追加3 スピロメシフェン 農薬・殺虫剤
追加4 ツラスロマイシン 動物薬・抗生物質
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