
平成 30 年 10 月 10 日に使用制限となる登録の変更がある農薬 

 農薬名（商品名） 変更内容 

ガゼット粒剤 

FMC ガゼット粒剤 

石原ガゼット粒剤 

ISK ガゼット粒剤 

作物名「きく」の適用病害虫名「アブラムシ類」の使用量に

「ただし、18kg/10a まで」を追記する。 

作物名「ベゴニア」の適用病害虫名「キンケクチブトゾウム

シ幼虫」の使用量に「ただし、18kg/10a まで」を追記する。 

作物名「つつじ類」の適用病害虫名「ツツジグンバイ」の使

用量に「ただし、18kg/10a まで」を追記する。 

平成 30 年 10 月 10 日の詳細（PDF：128KB） 

※これ以後の内容につきましては、JA 富里市 購買生活課売店 または、営農指導課までお問い合わせ 

ください。 

   

農薬名（商品名） 変更内容 

日産ミクロデナポン水和剤 85 

日農ミクロデナポン水和剤 85 

ローヌ・プーランミクロデナポン水和剤

85 

作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 21 日前まで」へ変更する。 

平成 30 年 10 月 10 日の詳細（PDF：109KB） 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/7ec0da0eb28012864edb507effc0ab1d-1.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/2cb5262ff28ad8ac0319785ca31da29f-1.pdf


  平成 30 年 9 月下旬に使用制限となる登録の変更がある農薬 

 農薬名（商品名） 変更内容 

ネマキック粒剤 作物名「ごぼう」を削除する。 

作物名「らっきょう」を削除する。 

作物名「だいこん」の使用方法「作条土壌混和」を削除し、

使用方法「全面土壌混和」の使用量「15～20kg/10a」を

「15kg/10a」に変更する。 

作物名「にんじん」の使用方法「作条土壌混和」を削除し、

使用方法「全面土壌混和」の使用量「15～20kg/10a」を

「15kg/10a」に変更する。 

平成 30 年 9 月下旬の詳細（PDF：117KB） 

  

 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/286e1da84b0bc7115d72dd0eb443c2e4-5.pdf


平成 30 年 9 月 26 日に使用制限となる登録の変更がある農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ジェネレート水溶剤 

ジェイエース水溶剤 

スミフェート水溶剤 

作物名「ぶどう」を削除する。 

平成 30 年 9 月 26 日の詳細（PDF：111KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ホクコーオルトラン水和剤 

オルトラン水和剤 

家庭園芸用オルトラン水和剤 

家庭園芸用 GF オルトラン水和剤 

作物名「ぶどう」を削除する。 

平成 30 年 9 月 26 日の詳細（PDF：120KB） 

  

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/ea1089da1c1033801deebfec4ae1bf5b-1.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/7e805a3eb737e58e617357665bf2fabe-5.pdf


平成 30 年 9 月 12 日に使用制限となる登録の変更がある農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

グラスジャック S 粒剤 

ネコソギワイド粒剤 

適用雑草名「ススキ」の使用量「10～30g/株」を「10～30g/

株（ただし 20kg/10a まで）」に変更する。 

平成 30 年 9 月 12 日の詳細（PDF：111KB） 

   

平成 30 年 8 月 8 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

HCC-クロロ IPC 乳剤 

クロロ IPC 

作物名「とうもろこし」を削除 

・作物名「アスパラガス（定植畑）」の使用時期を「収穫 21

日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更 

・作物名「そらまめ」の使用時期を「収穫 60 日前まで」から

「収穫 90 日前まで」に変更 

平成 30 年 8 月 8 日の詳細（PDF：113KB） 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/95fd52d5439697db47f7a9b8b6886f0e-1.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/c1565b9cf07455a5b9aecb0ec99857dc-5.pdf


農薬名（商品名） 変更内容 

ホクサンクロロ IPC 乳剤 作物名「とうもろこし」を削除 

・作物名「アスパラガス（定植畑）」の使用時期を「収穫 21

日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更 

平成 30 年 8 月 8 日の詳細（PDF：107KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

協友マメット SM1 キロ粒剤 

協友マメット粒剤協友 

オードラム粒剤 

協友マメット SM 粒剤 

マメット SM ジャンボ 

イッソウ 1 キロ粒剤 

モリネートを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「1 回」

に変更する。 

平成 30 年 8 月 8 日の詳細（PDF：118KB） 

  

  

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/3660ab0e46eeb5d5c62adf21fe701fe7-5.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/756da8dc71bfd3d40dd34e2dd709b305-1.pdf


平成 30 年 6 月 27 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

グラメックス水和剤 作物名「たまねぎ」の使用時期「定植活着後（雑草発生前）」

を「定植活着後（雑草発生前）ただし、収穫 90 日前まで」へ

変更する。 

平成 30 年 6 月 27 日の詳細（PDF：114KB） 

   

平成 30 年 6 月 13 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

エアータック乳剤 作物名「かんきつ」の適用病害虫名「ミカンハダニ」の希釈

倍数「80～150 倍」を「100～400 倍」に変更する。 

平成 30 年 6 月 13 日の詳細（PDF：102KB） 

  

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/e16174360c39526ba0a611da904d2ec7.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/386d36683ed412b35fe62978d821ce18-3.pdf


平成 30 年 5 月 30 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

アリエッティ C 水和剤 作物名「もも」の使用時期を「発芽前～開花直前まで」から

「発芽前」へ変更する。 

平成 30 年 5 月末の詳細（PDF：111KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

オーソサイト゛水和剤 80 

サンケイオーソサイト゛水和剤 80 

ホクコーオーソサイト゛水和剤 80 

作物名「ハ゜イナッフ゜ル」の使用時期を「収穫 14 日前まで」

から「収穫 21 日前まで」へ変更する。 

平成 30 年 5 月末の詳細（PDF：114KB） 

 農薬名（商品名） 変更内容 

オキシラン水和剤 作物名「みかん」を削除する。 

作物名「もも」の使用時期を「発芽前～開花直前までただし、

収穫 60 日前まで」から「発芽前」に変更する。 

平成 30 年 5 月末の詳細（PDF：119KB） 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/95de918f7fd860e4263c289ddfea8678-3.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/0e33724632647c0a35d8e5af201cd1af.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/bfcdb5ef95b64c11372227f667ec8506-3.pdf


 平成 30 年 4 月 11 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

スカウト乳剤 作物名「てんさい」を削除する。 

平成 30 年 4 月 11 日の詳細（PDF：101KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

バリアード顆粒水和剤 作物名「ぶどう」の希釈倍数を「2000～4000 倍」から「4000

倍」へ変更する。 

平成 30 年 4 月 11 日の詳細（PDF：112KB） 

  

  

 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/360c52d90cb6f683744bbcfc3f151089-3.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/ec71d8faf0b2e0c00cf12f84c1b35f24.pdf


平成 30 年 3 月 28 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

プリモマックス液剤 作物名「西洋芝(ベントグラス)」、使用目的「芽数増加及び根

量増加」の薬量「50～100ml/10a」を「50～75ml/10a」に

変更する。 

作物名「西洋芝(ベントグラス)」、使用目的「草丈の伸長抑制

による刈込み軽減」の薬量「70～140mL/10a」を「70～

75ml/10a」に変更する。 

平成 30 年 3 月 28 日の詳細（PDF：131KB） 

  

 

 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/2b6bd90218105e641bcb2cc2f4b80a6c.pdf


平成 30 年 2 月 28 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ダニトロンフロアブル 作物名「りんご」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」に変更する。 

作物名「なし」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫

14 日前まで」に変更する。 

作物名「ぶどう」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」に変更する。 

作物名「トマト、ミニトマト」の使用時期を「収穫前日まで」

から「収穫開始 14 日前まで」に変更する。 

平成 30 年 2 月 28 日の詳細（PDF：122KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ホーマイ水和剤 作物名「芝(ベントグラスを除く)」及び「西洋芝(ベントグラ

ス)」を削除する。 

平成 30 年 2 月 28 日の詳細（PDF：118KB） 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/16582ddeba5348385a6a6fa797dd942e.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/9460790419dbc664ce6005b97611d64e-3.pdf


  

農薬名（商品名） 変更内容 

タフキュアー水和剤 作物名「西洋芝(ベントグラス)」から適用病害虫名「疑似葉腐

病(春はげ症)」を削除する。 

平成 30 年 2 月 28 日の詳細（PDF：135KB） 

  

平成 30 年 1 月 17 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ジャストフィットフロアブル 作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。 

平成 30 年 1 月 17 日の詳細（PDF：115KB） 

  

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/c8f196b3d5039dee5e7d97411ffd07c9-3.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/ed848969632af9a7d4bf2993a05b5cf5.pdf


平成 29 年 12 月 6 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

 

農薬名（商品名） 変更内容 

リバイブ 作物名「さくら」の使用量「90~180mL」を「50~150mL」

に変更する。 

作物名「さくら」の使用量「30cm 以上は胸高直径が 5cm 増

すごとに 20~60mL を増量する」を「30cm 以上は胸高直径

が 5cm 増すごとに 10~30mL を増量する」に変更する。 

平成 29 年 12 月 6 日の詳細（PDF：121KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

草取り名人 W 適用雑草名の「一年生雑草及び多年生広葉雑草」の使用量を

「20～40g/平方メートル」から「20～30g/平方メートル」

へ変更する。 

平成 29 年 12 月 6 日の詳細（PDF：118KB） 

  

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/883fe5a2369f71649c96693069d338a0.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/07bb8f14ed8aa02ad6d7ad3096955e75-3.pdf


平成 29 年 11 月 8 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ロディーくん煙顆粒 作物名「ぶどう」を削除する。 

平成 29 年 11 月 8 日の詳細（PDF：95KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

モンカットフロアブル 40 

日産モンカットフロアブル 40 

作物名「だいず」を削除する。 

作物名「えだまめ」を削除する。 

作物名「ピーマン（露地栽培）」を削除する。 

平成 29 年 11 月 8 日の詳細（PDF：113KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

モンカット水和剤 作物名「ピーマン（施設栽培）」を削除する。 

作物名「ピーマン（露地栽培）」を削除する。 

平成 29 年 11 月 8 日の詳細（PDF：112KB） 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/046714ce8d0ca61832a253f29c10c76c-3.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/07f720490c4f918d7a4befc9657d3213-3.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/4e66fa0dba344fe9dc616ec63b1806a8-3.pdf


農薬名（商品名） 変更内容 

ウララ DF 作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫前日まで」から

「収穫 3 日前まで」に変更する。 

平成 29 年 11 月 8 日の詳細（PDF：106KB） 

 

平成 29 年 10 月 25 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

三菱ハチハチ乳剤 

ハチハチ乳剤 

作物名「トマト」、「ミニトマト」、「非結球レタス」、「な

す」を削除する。 

作物名「レタス」の使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫 3 日前まで」か

ら「収穫 7 日前まで」に変更する。 

作物名「だいこん」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」、本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

に変更し、適用病害虫名「白さび病」、「ワッカ症」を削除

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/7848d5d1989e39e08835b2d7821ce976-3.pdf


し、「アオムシ」、「コナカ゛」、「アフ゛ラムシ類」、「キ

スシ゛ノミハムシ」、「ハイマタ゛ラノメイカ゛」、「ナモ

ク゛リハ゛エ」、「カフ゛ラハハ゛チ」の希釈倍数を「1000

～2000 倍」から「2000 倍」に変更する。 

作物名「かぶ」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

に変更し、適用病害虫名「カフ゛ラハハ゛チ」、「白さび病」

を削除し、「キスシ゛ノミハムシ」、「コナカ゛」の希釈倍

数を「1000～2000 倍」から「2000 倍」に変更する。 

作物名「ねぎ」の使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収穫 7

日前まで」に変更する。 

作物名「ピーマン」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1

回」に変更する。 

三菱ハチハチ乳剤，ハチハチ乳剤は，短期暴露評価により使用制限となるものです。 

平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：149KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

日農ハチハチフロアブル 作物名「トマト」、「ミニトマト」、「なす」を削除する。 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/faf052c12310fbae96280616fd04f2b3.pdf


ハチハチフロアブル 作物名「なし」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫

30 日前まで」に変更し、適用病害虫名「シンクイムシ類」を

削除し、適用病害虫名「クワコナカイカ゛ラムシ」の希釈倍

数を「1000～2000 倍」から「2000 倍」に変更し、使用回数

を「2 回以内」から「1 回」に変更する。 

作物名「すもも」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

作物名「レタス」の使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

作物名「非結球レタス」の希釈倍数「1000 倍」を削除し、希

釈倍数「1000～2000 倍」を「2000 倍」に変更し、使用回数

を「2 回以内」から「1 回」に変更する。 

作物名「セルリー」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」に変更する。 

作物名「いちご」の使用時期を「収穫前日まで」から「1 番花

の開花まで」に変更し、使用回数を「2 回以内」から「1 回」

に変更する。 

日農ハチハチフロアブル，ハチハチフロアブルは，短期暴露評価により使用制限となるものです。 



平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：140KB） 

  

 農薬名（商品名） 変更内容 

アクセルキングフロアブル 

  

作物名「だいこん」、「非結球レタス」を削除する。 

作物名「レタス」の使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

アクセルキングフロアブルは，短期暴露評価により使用制限となるものです。 

平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：125KB） 

  

 農薬名（商品名） 変更内容 

日産テルスター水和剤 

テルスター水和剤 

ISK テルスター水和剤 

作物名「りんご」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

へ変更する。 

作物名「ぶどう」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

へ変更する。 

  

平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：129KB） 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/8bb45809185e9cb9b8e5d7c638fc0526.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/31ccfe070d4a3eb6a2da34790434a028.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/946f8e975ba3b7d4cd6b3b1a5bc497e8.pdf


 農薬名（商品名） 変更内容 

テルスターフロアブル 

ISK テルスターフロアブル 

作物名「ぶどう」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

へ変更する。 

作物名「りんご」の本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」

へ変更する。 

平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：135KB） 

  

 農薬名（商品名） 変更内容 

マイトクリーン 

  

作物名「りんご」の希釈倍数を「1000～2000 倍」から「2000

倍」へ、使用時期を「収穫 21 日前まで」から「収穫 30 日前

まで」へ変更する。 

作物名「はくさい」の使用時期を「収穫 7 日前」から「収穫

14 日前まで」へ変更する。 

平成 29 年 10 月 25 日の詳細（PDF：110KB） 

 

 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/0ca888e5e8c8623f4647d06553c21ebf.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/400a0cf0c2720cafc59c62a9a912b5f3.pdf


平成 29 年 10 月 11 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

オリオン水和剤 40 

  

  

  

作物名「すいか」を削除する。 

作物名「もも」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫

14 日前まで」に変更し、使用回数及び総使用回数を「5 回以

内」から「2 回以内」に変更する。 

作物名「ぶどう」の使用回数及び総使用回数を「2 回以内」か

ら「1 回」に変更する。 

作物名「かき」の使用回数及び総使用回数を「3 回以内」から

「1 回」に変更する。 

平成 29 年 10 月 11 日の詳細（PDF：133KB） 

 

 

 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/8d103509bd067dcfbabe33a01172689a.pdf


平成 29 年 9 月 27 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

JA スプラサイド水和剤 

クミアイスプラサイド水和剤 

作物名「すいか」の使用時期を「収穫 7 日前まで」に変更す

る。 

  

平成 29 年 9 月 27 日の詳細（PDF：108KB） 

  

平成 29 年 8 月 30 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ベルクート水和剤 

クミアイベルクート水和剤 

MIC ベルクート水和剤 

協友ベルクート水和剤 

  

作物名「きゅうり」の使用方法「常温噴霧」を削除する。 

平成 29 年 8 月 30 日の詳細（PDF：116KB） 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/ec56cff04385a28d787732a94e485541.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/99790ca7abe63b93cd55b0cf5d9cff5f.pdf


平成 29 年 7 月 26 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

チューレックス顆粒水和剤 

ジャックポット顆粒水和剤 

作物名「野菜類」を作物名「野菜類（はくさいを除く）」へ

変更する。 

作物名「はくさい」を使用時期「発生初期ただし、結球開始

前まで」として追加する。 

平成 29 年 7 月 26 日の詳細（PDF：108KB） 

  

平成 29 年 5 月 31 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

ランネート 45DF ≪作物削除≫ 

・作物名「すいか（露地栽培）」を削除する。 

≪使用時期変更≫ 

・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 3 日前まで」から

「収穫 14 日前まで」に変更する。 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/198bfa4b0d424382cdc43c1b31e74421.pdf


・作物名「はくさい」の使用時期を「収穫前日まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

・作物名「レタス」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 21 日前まで」に変更する。・作物名「サラダ菜」の使用時

期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更す

る。 

・作物名「カリフラワー」の使用時期を「収穫 3 日前まで」

から「収穫 7 日前まで」に変更する。 

・作物名「チンゲンサイ」の使用時期を「収穫 7 日前まで」

から「収穫 14 日前まで」に変更する。・作物名「だいこん」

の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」

に変更する。 

ランネート微粒剤 F ≪使用時期変更≫ 

・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から

「収穫 14 日前まで」に変更する。・作物名「だいこん」の使

用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変

更する。 

≪使用量変更≫ 

・作物名「だいず」の使用量を「4～6kg/10a」から「4～



5kg/10a」に変更する。 

協友オードラム粒剤 ≪使用量変更≫ 

・作物名「移植水稲」の使用量を「3～4kg/10a」から「3kg/10a」

に変更する。 

≪使用回数変更≫ 

・本剤の使用回数を「2 回以内」から「1 回」に変更する。 

協友マメット SM 粒剤 ≪使用量変更≫ 

・作物名「移植水稲」及び「直播水稲」の使用量を「3～4kg/10a」

から「3kg/10a」に変更する。 

平成 29 年 5 月 31 日の詳細（PDF：212KB） 

  

平成 29 年 3 月 22 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ホクコーオルトラン水和剤 

オルトラン水和剤 

家庭園芸用オルトラン水和剤 

家庭園芸用 GF オルトラン水和剤 

作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫 21 日前まで」か

ら「収穫 30 日前まで」に変更する。 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/bcfb45858df8272d15d742de9a044baf.pdf


ジェネレート水溶剤 

ジェイエース水溶剤 

スミフェート水溶剤 

平成 29 年 3 月 22 日の詳細（PDF：131KB） 

平成 29 年 1 月 25 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

カルホス粉剤 作物名「かんしょ」を削除する。 

平成 29 年 1 月 25 日の詳細（PDF：103KB） 

平成 29 年 1 月 11 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

アークリン水和剤 

三井東圧アークリン水和剤 

作物名「稲」を削除する。 

平成 29 年 1 月 11 日の詳細（PDF：89KB） 

平成 28 年 12 月 14 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/705d2ebb632d0087638cd00e0463cb6e.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/361796be28774e9faf37e308c7d7e836.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/4391cdc801d7659ae6e898a1a25fb993.pdf


農薬名（商品名） 変更内容 

カルホス微粒剤 F 作物名「かんしょ」を削除する。 

カルホス乳剤 作物名「とうもろこし」を「とうもろこし（子実）」に変更

し，イソキサチオンを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」に

変更する。 

作物名「すぎ」の適用病害虫名「スギザイノタマバエ」を削

除する。 

平成 28 年 12 月 14 日の詳細（PDF：130KB） 

平成 28 年 11 月 30 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

コテツフロアブル 

クミアイコテツフロアブル 

日曹コテツフロアブル 

協友コテツフロアブル 

≪作物削除≫ 

・作物名「非結球レタス」を削除する。 

・作物名「バナナ」を削除する。 

≪使用時期変更≫ 

・作物名「ぶどう」，使用方法「散布」の使用時期を「収穫

14 日前まで」から「収穫 60 日前まで」へ変更する。 

・作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫前日まで」か

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/0623fcdf3563b092a0be9193f9328c8c.pdf


ら「収穫 3 日前まで」へ変更する。 

・作物名「しゅんぎく」の使用時期を「収穫前日まで」から

「収穫 14 日前まで」へ変更する。 

≪非結球あぶらな科葉菜類の変更≫ 

・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな，ひろしまな

を除く）」を，作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな，

ひろしまな，チンゲンサイ，さんとうさいを除く）」とし，

使用時期を「収穫 3 日前まで」から「収穫 14 日前まで」へ変

更する。 

・作物名「チンゲンサイ」を追加し，使用時期を「収穫 7 日

前まで」，本剤の使用回数を「1 回」とする。 

・作物名「さんとうさい」を追加し，使用時期を「収穫 3 日

前まで」，本剤の使用回数を「1 回」とする。 

平成 28 年 11 月 30 日(クロルフェナピル水和剤)の詳細（PDF：148KB） 

平成 28 年 11 月 16 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ホクサンデナポン水和剤 50 作物名「日本なし」の使用時期を「収穫 45 日前まで」から「収

穫 60 日前まで」に変更する 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/b1fd718d01fedb948c89df42108a4c39.pdf


ローヌ・プーランデナポン水和剤 50 作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」，

「ハマキムシ類」，「オオワタコナカイガラムシ」および「ミ

ドリヒメヨコバイ」を削除する 

作物名「りんご」の NAC を含む農薬の総使用回数を「3 回以

内(満開後 4 週間目以降は 1 回以内)」から「2 回以内」に変

更する 

作物名「日本なし」の使用時期を「収穫 45 日前まで」から「収

穫 60 日前まで」に変更する 

日産ミクロデナポン水和剤 85 

日農ミクロデナポン水和剤 85 

三明ミクロデナポン水和剤 85 

ローヌ・プーランミクロデナポン水和剤

85 

  

作物名「りんご」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」，

「ハマキムシ類」，「モモシンクイガ」，「シャクトリムシ」

および「ギンモンハモグリガ」を削除する 

作物名「りんご」の NAC を含む農薬の総使用回数を「3 回以

内(満開後 4 週間目以降は 1 回以内)」から「2 回以内」に変

更する 

作物名「日本なし」の使用時期を「収穫 45 日前まで」から「収

穫 60 日前まで」に変更する 

平成 28 年 11 月 16 日（NAC 水和剤）の詳細（PDF：170KB） 

  

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/55c66f7b4a3fedad6be71ee1344f0757.pdf


農薬名（商品名） 変更内容 

日産ルビゲン水和剤 作物名「なし」「りんご」の使用時期「収穫 21 日前まで」を

「収穫 30 日前まで」に変更する 

平成 28 年 11 月 16 日(フェナリモル水和剤)の詳細（PDF：111KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

レグロックス 作物名「ばれいしょ」の使用時期「雑草生育期(黄変期～枯凋

期，ただし収穫 7 日前まで)」を「雑草生育期(黄変期～枯凋

期，ただし収穫 14 日前まで)」に変更する 

平成 28 年 11 月 16 日(レグロックス)の詳細（PDF：106KB） 

平成 28 年 11 月 2 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ラービン水和剤 75 作物名「りんご」「もも」「茶」及び「たばこ」を削除する。  

作物名「なし」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫

45 日前まで」に変更し，本剤の使用回数を「3 回以内」から

「1 回」に変更し，チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散

布は 3 回以内，配置の総使用回数は定められていない」から

「8 回以内（散布は 1 回以内）」に変更する。 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/2a11f3b2cd1aae1b30f6f5d8b942ea82.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/d4983f7411fde9ab279eca1e5502342f.pdf


作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」へ変更する。 

作物名「はくさい」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 21 日前まで」へ変更する。 

ラービンフロアブル 作物名「りんご」「なし」「かき」及び「セルリー」を削除

する。  

作物名「もも」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収穫

21 日前まで」，チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散

布は 3 回以内，配置の総使用回数は定められていない」から

「10 回以内（散布は 3 回以内）」に変更する。 

作物名「かんきつ」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」，チオジカルブを含む農薬の総使用回数を「散

布は 3 回以内，配置の総使用回数は定められていない」から

「10 回以内（散布は 3 回以内）」に変更する。 

作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 14 日前まで」に変更する。 

作物名「はくさい」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

穫 21 日前まで」に変更する。 



作物名「だいこん」の使用時期を「収穫 21 日前まで」から「収

穫 30 日前まで」に変更する。 

ラービン水和剤 75（「茶」と「たばこ」を除く），ラービンフロアブルは，短期暴露評価により使用

制限となるものです。 

平成 28 年 11 月 2 日の詳細（PDF：185KB） 

平成 28 年 10 月 19 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

サンマイトフロアブル 作物名「いちご」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫

開始 3 日前まで」に変更する 

サンマイト水和剤 作物名「りんご」「もも」の本剤の使用回数及びピリダベン

を含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「1 回」に変更す

る 

作物名「なし」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫

21 日前まで」に変更し、本剤の使用回数及びピリダベンを含

む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「1 回」に変更する 

作物名「ぶどう」の使用時期を「収穫 45 日前まで」から「収

穫 90 日前まで」に変更する 

作物名「いちじく」の使用時期を「収穫 7 日前まで」から「収

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/383560e9090c691fce3b4e925bc5e075.pdf


穫 45 日前まで」に変更する 

サンマイトフロアブル，サンマイト水和剤は，短期暴露評価により使用制限となるものです。 

平成 28 年 10 月 19 日の詳細（PDF：146KB） 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

バリダシン液剤 作物名「いちご」を削除する 

バリダシン液剤 5  

ホッコーバリダシン液剤 5 

サンケイバリダシン液剤 5 

作物名「いちご」を削除する 

作物名「なす」を削除する 

作物名「ねぎ」の使用方法「散布」および「株元散布」の使

用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変

更する 

作物名「みつば」の使用時期「移植後ただし収穫 21 日前まで」

から「移植後ただし収穫 21 日前まで，伏せ込み栽培は伏せ込

み前まで」に変更する 

平成 28 年 10 月 19 日の詳細（PDF：134KB） 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/d9b11c625ab317bd857d412a0925f8e5.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/67b6b530943316c7ad0ce83bb7cc582b.pdf


平成 28 年 10 月 5 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

クルーザーMAXX 作物名「てんさい」を削除 

ダーズバン DF 作物名「りんご」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収

穫 45 日前まで」へ，本剤の使用回数及びクロルピリホスを含

む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「1 回」へ変更 

作物名「なし」の使用時期を「収穫 21 日前まで」から「収穫

30 日前まで」へ変更 

ナブ乳剤，クミアイナブ乳剤，ホクコー

ナブ乳剤，協友ナブ乳剤 

作物名「かんきつ」を削除 

ワンサイド P 乳剤 作物名「らっかせい」「きゅうり」「ミニトマト」を削除 

平成 28 年 10 月 5 日の詳細（PDF：176KB） 

 

 

 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/64c27d5ee9a3c06e090c05466cd60c4f.pdf


平成 28 年 9 月 21 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ダコニールエース 作物名「アスパラガス」の使用方法「無人ヘリコプターによ

る散布」を削除 

平成 28 年 9 月 21 日の詳細（PDF：125KB） 

平成 28 年 4 月 27 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

コニファー水和剤 作物名「西洋なし」「りんご」を削除 

コニファー水和剤は，短期暴露評価により使用制限となるものです。 

平成 28 年 4 月 27 日の詳細（PDF：97KB） 

平成 28 年 4 月 20 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ロブラール水和剤 作物名「ぶどう」の適用病害虫名「黒とう病」の希釈倍数を

「500～1000 倍」から「1000 倍」へ変更する。 

ロブラール 500 アクア 作物名「ぶどう」を削除 

平成 28 年 4 月 20 日の詳細（PDF：121KB） 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/c808a6c42805dfca9db905aeb8660470.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/b06e8e0293b13d8d9fd17f847471532d.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/686334b4290fcba77187a406a02d02bf.pdf


平成 28 年 4 月 6 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

トクチオン乳剤 作物名「あずき」の使用時期を「収穫 21 日前」から「収穫

30 日前まで」に，本剤の使用回数及びプロチオホスを含む農

薬の総使用回数を「3 回以内」から「2 回以内」に変更  

作物名「てんさい」の本剤の使用回数及びプロチオホスを含

む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「2 回以内」に変更 

作物名「しょうが」を削除 

  

農薬名（商品名） 変更内容 

トクチオン水和剤 作物名「大粒種ぶどう」の使用時期を「収穫 30 日前」から「収

穫 45 日前まで」に変更 

トクチオン水和剤は，短期暴露評価により使用制限となるものです。 

平成 28 年 4 月 6 日の詳細（PDF：138KB） 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/f6f47d919bdbc5c55696f3d3b083464f.pdf


平成 28 年 2 月 3 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

セルカディスフロアブル 作物名「西洋芝（ベントグラス）」の適用病害名「葉腐病（ブ

ラウンパッチ）」及び「フェアリーリング病」を削除 

平成 28 年 2 月 3 日の詳細（PDF：117KB） 

平成 28 年 1 月 20 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

モンカットフロアブル 40 

日産モンカットフロアブル 40 

作物名「リーフレタス」及び「サラダ菜」の使用時期を「収

穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更 

平成 28 年 1 月 20 日の詳細（PDF：134KB） 

平成 28 年 1 月 6 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

この剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

農薬名（商品名） 変更内容 

サンマイトフロアブル 作物名「トマト」，「ミニトマト」を削除する 

平成 28 年 1 月 6 日の詳細（PDF：113KB） 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/dd41a930a184ae8e09cc7dcd73892948.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/28e99ddb45cec144b64cef00bc5d015c.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/b47b11f8d33a5d8171e6e6d7e67eca49.pdf


平成 27 年 11 月 25 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

この剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

農薬名（商品名） 変更内容 

アクセルフロアブル 作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫前日まで」から

「収穫 7 日前まで」に変更 

平成 27 年 11 月 25 日の詳細（PDF：130KB） 

平成 27 年 10 月 28 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

これらの剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

農薬名（商品名） 変更内容 

カルビオ 作物名「なし」，「ぶどう」を削除 

オサダン水和剤 25  

オサダンフロアブル 

作物名「いちご」を削除 

平成 27 年 10 月 28 日の詳細（PDF：140KB） 

 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/653bf44978ae9f0640b86cf857ad7e2c.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/f345e0ef4b1a77f31325226dd823af09.pdf


平成 27 年 10 月 14 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

エリジャン乳剤 作物名「移植水稲」の使用量を「300～500mL/10a」から

「300mL/10a」に変更 

キャプレート水和剤 作物名「芝」を削除する 

平成 27 年 10 月 14 日の詳細（PDF：128KB） 

平成 27 年 9 月 30 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ホクサンデナポン水和剤 50 作物名「なつみかん」及びを削除する 

ロロックス  

丸和ロロックス 

日農ロロックス 

ホクサンロロックス 

「にら」の使用時期を「植付培土後及び収穫後の 2 回(体系)」

から「収穫 30 日前まで(雑草発生前)」に変更  

「にら」の本剤の使用回数及びリニュロンを含む農薬の総使

用回数を「2 回以内」から「1 回」に変更 

平成 27 年 9 月 30 日の詳細（PDF：118KB） 

 

 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/914b545c49bcc10cb8595696888663f7.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/2a100e42c59690cfb3ab847ff22bc64b.pdf


平成 27 年 7 月 8 日に使用制限となる登録の変更があった農薬(カルボ

スルファン) 

これらの剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

特にこれらの剤は，7 月 8 日を待たず，農薬ラベルではなく，農薬製造者のチラシなどに沿って使用し

てください。 

農薬製造者チラシ（カルボスルファン）（PDF：1,115KB） 

農薬名（商品名） 変更内容 

アドバンテージ粒剤 

FMC アドバンテージ粒剤 

石原アドバンテージ粒剤 

作物名「きゅうり」，「すいか」，「なす」，「メロン」，

「だいこん」，「かんしょ」，「いちご」，「ねぎ」，「と

うがん」を削除する 

FMC アドバンテージ S 粒剤 

石原アドバンテージ S 粒剤 

ISK アドバンテージ S 粒剤 

作物名「かんしょ」，「ねぎ」，「だいこん」を削除する 

ガゼット粒剤 

FMC ガゼット粒剤 

石原ガゼット粒剤 

作物名「なす」，「きゅうり」，「すいか」，「とうがん」，

「だいこん」，「キャベツ」，「はくさい」，「ねぎ」，「ブ

ロッコリー」，「ばれいしょ」，「かんしょ」，「いちご」，

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/00cd522c6b52ca62e0c5e65a6d22c654.pdf


ISK ガゼット粒剤 「メロン」を削除する 

平成 27 年 7 月 8 日（カルボスルファン）の詳細（PDF：205KB） 

平成 27 年 7 月 8 日に使用制限となる登録の変更があった農薬(ベンフ

ラカルブ) 

これらの剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

特にこれらの剤は，7 月 8 日を待たず，農薬ラベルではなく，農薬製造者からのチラシなどに沿って使

用してください。 

農薬製造者チラシ（ベンフラカルブ）（PDF：2,094KB） 

農薬名（商品名） 変更内容 

オンコル粒剤 1  

ホームガーデン粒剤 

作物名「キャベツ」，「きゅうり」，「すいか」，「メロン」，

「なす」，「ねぎ」，「はくさい」，「だいこん」を削除す

る 

オンコル粒剤 5 作物名「きゅうり」，「すいか」，「メロン」，「なす」，

「なばな」，「キャベツ」，「はくさい」，「だいこん」，

「ブロッコリー」，「カリフラワー」，「レタス」，「ねぎ」，

「わけぎ」，「ほうれんそう」，「とうがん」，「いちご」，

「かんしょ」，「ばれいしょ」，「オクラ」を削除する 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/419fa326c9a5ffa669222ade4592c9ef.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/0da41dec1fe3fa4a8c889fe3dd315067.pdf


オンコル OK 粒剤 作物名「かんしょ」，「とうがん」，「オクラ」を削除する 

グランドオンコル粒剤 作物名「きゅうり」，「キャベツ」，「ねぎ」を削除する 

オンコルマイクロカプセル 作物名「キャベツ」，「はくさい」，「ブロッコリー」，「カ

リフラワー」，「レタス」，「非結球レタス」，「ねぎ」，

「わけぎ」，「にら」を削除する 

ガーデンホスピタル粒剤 作物名「きゅうり」，「すいか」，「メロン」，「なす」，

「なばな」，「キャベツ」，「はくさい」，「だいこん」，

「ブロッコリー」，「カリフラワー」，「レタス」，「ねぎ」，

「わけぎ」，「ほうれんそう」，「いちご」，「かんしょ」，

「ばれいしょ」，「オクラ」を削除する 

オンコルスタークル粒剤 

大塚オンコルスタークル粒剤 

作物名「ねぎ」，「きゅうり」，「なす」，「メロン」を削

除する 

大塚ジャッジ箱粒剤 

明治ジャッジ箱粒剤 

作物名「きゅうり」，「キャベツ」，「ねぎ」を削除する 

オンダイアエース粒剤 作物名「キャベツ」，「はくさい」，「ブロッコリー」，「ば

れいしょ」，「ねぎ」，「すいか」，「メロン」，「なす」，

「だいこん」を削除する 

平成 27 年 7 月 8 日（ベンフラカルブ）の詳細（PDF：341KB） 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/8e4903b6b1342eb8a896c2de0846c5dc.pdf


平成 27 年 6 月 24 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

デュポンベネビア OD 

クミアイベネビア OD 

兼商ベネビア OD 

作物名「なす」を削除する 

平成 27 年 6 月 24 日の詳細（PDF：100KB） 

平成 27 年 6 月 10 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

HCC レールシャープ粒剤 

レールシャープ粒剤 

クサハンターDX 粒剤 

ラーチ E 粒剤 

草退治 E 粒剤 

ワイドウェイ V 粒剤 

ネコソギエース V 粒剤 

適用場所を「公園，庭園，堤とう，駐車場，道路，運動場，

宅地，墓地，鉄道等」から「駐車場，道路，運動場，宅地等」

に変更する。 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/708725773b2f58605d7f2fd9dfc9e179.pdf


  

トラサイド A 乳剤 作物名「みかん」の適用病害虫「カミキリムシ類」の希釈倍

率を「100～200 倍」から「200 倍」に変更する。  

  

平成 27 年 6 月 10 日の詳細（PDF：172KB） 

平成 27 年 5 月 13 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ジベレリン明治 

ジベレリン明治液剤 

ジベレリン協和液剤 

ジベレリン協和粉末 

ST ジベラ錠 

ST ジベラ錠 5 

  

作物名「セルリー」を削除する 

サンケイマイマイペレット 1）サンケイマイマイペレット 

作物名「ナメクシ゛類，カタツムリ類，アフリカマイマイが

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/64b3efc987e5684678e0aea21f523567.pdf


スネック粒剤 加害する農作物等」の適用場所を，「圃場，温室」から「ほ

場周辺雑草地の生育地」に変更する 

2）スネック粒剤 

作物名「ナメクシ゛類，カタツムリ類，アフリカマイマイが

加害する農作物等」の適用場所を，「圃場，温室，庭園，森

林」から「ほ場周辺雑草地の生育地」に変更する 

平成 27 年 5 月 13 日の詳細（PDF：60KB） 

平成 27 年 2 月 18 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

日産エスレル 10 

石原エスレル 10 

「きんかん」の使用時期変更 

クロピクフロー 「メロン」の削除 

「うり類（漬物用）」を「うり類（漬物用，ただし，漬物用

メロンを除く）に変更 

マブリック水和剤 20 

クミアイマブリック水和剤 20 

「大粒種ぶどう」の削除 

「トマト」の削除 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/a90310a06bd7669f308bba08de1b83cf.pdf


レタスの使用時期変更 

日曹マブリックジェット 

マブリックジェット 

新富士マブリックジェット 

「トマト」の削除 

マブリック EW 

クミアイマブリック EW 

「大粒種ぶどう」の削除 

ローヌ・プーランデナポン水和剤 50 「ぶどう」の削除 

日産ミクロデナポン水和剤 85 

日農ミクロデナポン水和剤 85 

ホクコーミクロデナポン水和剤 85 

三明ミクロデナポン水和剤 85 

ローヌ・プーランミクロデナポン水和剤

85 

「ぶどう」の削除 

「はくさい」の削除 

日産スペックス水和剤 「もも」の削除 

日産ルビゲン水和剤 「トマト」の削除 

「もも」の削除 



平成 27 年 2 月 18 日の詳細（PDF：98KB） 

平成 27 年 2 月 4 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

住化ジメトエート乳剤 作物名削除（みかん，なつみかん，かんきつ（みかん，なつ

みかんを除く），はくさい，トマト，ピーマン，かぼちゃ，

しろうり，かぶ，にんじん，ねぎ，にら，たまねぎ，さやい

んげん，さとうきび，パイナップル） 

サンケイジメトエート乳剤 作物名削除（みかん，なつみかん，かんきつ（みかん，なつ

みかんを除く），はくさい，トマト，ピーマン，かぼちゃ，

しろうり，かぶ，にんじん，ねぎ，にら，たまねぎ，さやい

んげん） 

ジメトエート粒剤 

ホクサンジメトエート粒剤 

作物名削除（だいこん，なす，ねぎ，だいず，畑わさび，わ

さび） 

ベジホン乳剤  

ホクサンベジホン乳剤 

作物名削除（キャベツ，はくさい，だいこん） 

平成 27 年 2 月 4 日の詳細（PDF：79KB） 

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/bb93e6154739de45d94b91e42a9aa551.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/05add969cad9f7bc402e69bea8492313.pdf


平成 27 年 1 月 21 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

オルフィンフロアブル 「ぶどう」の使用時期変更 

オルフィンプラスフロアブル 「ぶどう」の使用時期変更 

トレボン粒剤 

日産トレボン粒剤 

クミアイトレボン粒剤 

サンケイトレボン粒剤 

「稲（箱育苗）」の削除 

パダントレボン粒剤 L 

クミアイパダントレボン粒剤 L 

「稲（箱育苗）」の削除 

トレボン水和剤 「稲」の使用方法削除 

ラリー乳剤 「芝（日本芝）」の削除 

平成 27 年 1 月 21 日の詳細（PDF：86KB） 

平成 26 年 11 月 17 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ホクコーオルトラン水和剤 作物名削除（なす，ブロッコリー，だいこん，はつかだいこ

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/7c07ec814574452fbf4490730235d9c3.pdf


オルトラン水和剤 ん，かぶ，トマト，ミニトマト，かんきつ）  

使用時期変更（レタス，オクラ） 

作物名変更（とうもろこし，非結球あぶらな科葉菜類） 

適用病害虫削除，希釈倍数変更（かき） 

希釈倍数・使用時期・使用回数・総使用回数変更（はくさい） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（キャベツ，ばれいし

ょ，ぶどう，茶） 

家庭園芸用ホクコーオルトラン水和剤 

家庭園芸用オルトラン水和剤 

家庭園芸用 GF オルトラン水和剤 

作物名削除（なす，ブロッコリー，だいこん，はつかだいこ

ん，トマト，ミニトマト，かんきつ）  

使用時期変更（レタス，オクラ） 

作物名変更（とうもろこし） 

適用病害虫削除，希釈倍数変更（かき） 

希釈倍数・使用時期・使用回数・総使用回数変更（はくさい） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（キャベツ，ばれいし

ょ，ぶどう） 

ホクコーオルトラン粒剤 作物名削除（はつかだいこん，ミニトマト）  



オルトラン粒剤 使用時期変更（かぶ） 

総使用回数変更（ばれいしょ） 

使用方法・総使用回数変更（だいこん） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（ブロッコリー） 

使用時期・使用回数・使用方法・総使用回数変更（キャベツ，

トマト，きゅうり，なす，ピーマン，はくさい） 

家庭園芸用ホクコーオルトラン粒剤 

家庭園芸用オルトラン粒剤 

家庭園芸用 GF オルトラン粒剤 

作物名削除（はつかだいこん，ミニトマト）  

使用時期変更（かぶ） 

総使用回数変更（ばれいしょ） 

使用方法・総使用回数変更（だいこん） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（ブロッコリー） 

使用時期・使用回数・使用方法・総使用回数変更（キャベツ，

トマト，きゅうり，なす，ピーマン，はくさい） 

オルトラン DX 粒剤 総使用回数変更（トマト，なす，きゅうり） 

ジェイエース粒剤 

スミフェート粒剤 

作物名削除（ミニトマト） 

使用方法・総使用回数変更（だいこん，みずな） 



総使用回数変更（ばれいしょ）  

使用時期・使用方法変更（かぶ） 

使用方法変更（なばな，こまつな，チンゲンサイ） 

適用病害虫削除，使用時期・使用回数・使用方法・総使用回

数変更（キャベツ） 

使用時期・使用回数・使用方法・総使用回数変更（はくさい，

ブロッコリー，トマト，きゅうり，なす） 

ジェイエース水溶剤 

スミフェート水溶剤 

  

  

  

  

  

作物名削除（かんきつ，ブロッコリー，だいこん，かぶ，ト

マト，ミニトマト，なす）  

使用時期変更（レタス，オクラ） 

希釈倍数変更（かき，チンゲンサイ） 

希釈倍数・使用時期・使用回数・総使用回数変更（はくさい，

みずな） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（ぶどう，キャベツ，

ばれいしょ，茶） 

「興農」ジェネレート粒剤 作物名削除（ミニトマト） 

使用方法・総使用回数変更（だいこん）  



総使用回数変更（ばれいしょ） 

使用時期・使用回数・使用方法・総使用回数変更（キャベツ，

はくさい，トマト，きゅうり，なす） 

「興農」ジェネレート水溶剤 作物名削除（かんきつ，ブロッコリー，だいこん，トマト，

ミニトマト，なす）  

希釈倍数・使用時期・使用回数・総使用回数変更（はくさい） 

使用時期・使用回数・総使用回数変更（キャベツ，ばれいし

ょ，茶） 

平成 26 年 11 月 17 日の詳細（PDF：229KB） 

平成 26 年 10 月 22 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ダニゲッターフロアブル 「ぶどう」の使用時期変更 

平成 26 年 10 月 22 日の詳細（PDF：41KB） 

平成 26 年 9 月 24 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ベンレート水和剤 「小麦」の使用回数変更 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/ec1f49c09b06483fcd96637cfcaa7fcc.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/9c740faedf38f033c194c18bedde1c68.pdf


「えんどうまめ」の使用時期変更 

「かんきつ（みかんを除く）」の使用回数変更，適用病害虫

名一部削除 

GF ベンレート水和剤 「えんどうまめ」の使用時期変更 

「かんきつ（みかんを除く）」の使用回数変更，適用病害虫

名一部削除 

平成 26 年 9 月 24 日の詳細（PDF：50KB） 

平成 26 年 8 月 27 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

これらの剤は短期暴露評価により使用制限となるものです。 

農薬名（商品名） 変更内容 

コルト顆粒水和剤 「だいこん」の削除 

クミアイコルト顆粒水和剤 「だいこん」の削除 

平成 26 年 8 月 27 日の詳細（PDF：48KB） 

平成 26 年 4 月 23 日に使用制限となる登録の変更があった農薬 

農薬名（商品名） 変更内容 

ボクサー 「にんじん」の削除 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/6b6fab15e7ed55002ac2353c96fb5832.pdf
https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/2bcf845b5377ff0769bb4dbd9b55f31e.pdf


平成 26 年 4 月 23 日の詳細（PDF：56KB） 

  

 

https://www.ja-tomisato.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/d62efa403b9c69075957d37ab7ca93ab.pdf
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