
系統区分名称 有効成分名 作用機構
分類コード 主な商品名　[　　]内は混合剤

クロマフェノジド 18 マトリック、[マトリックジョーカー]
クロルフルアズロン 15 アタブロン
ジフルベンズロン 15 デミリン､[アップデート､ビリーブ]
シロマジン 17 トリガード
テブフェノジド 18 ロムダン
テフルベンズロン 15 ノーモルト
ノバルロン 15 カウンター
ピリプロキシフェン 7C プルート、ラノー
ブプロフェジン 16 アプロード､[アプロード○○､タイクーン]
フルフェノクスロン 15 カスケード
メトキシフェノジド 18 ファルコン､ランナー、[ファルコンエース]
ルフェヌロン 15 マッチ､[アファームエクセラ､リーズン]
ＢＰＭＣ(フェノブカルブ) 1A バッサ､[シーマージェット､○○バッサ]
ＮＡＣ(カルバリル) 1A デナポン､ミクロデナポン､[グリーンベイト]
アラニカルブ 1A オリオン
オキサミル 1A バイデート
カルボスルファン 1A アドバンテージ､ガゼット､[ギャング]
チオジカルブ 1A ラービン､リラーク
ベンフラカルブ 1A オンコル､[オンダイアエース、ジャッジ]
メソミル 1A ランネート､[ランダイヤ]
ＤＣＩＰ 8A ネマモール
Ｄ-Ｄ(1,3-ジクロロプロ
ペン)

8A ＤＣ､Ｄ-Ｄ､テロン､[ソイリーン､ダブルストッパー､ディ・ト
ラペックス]

イミシアホス 1B ネマキック
塩酸レバミゾール UN センチュリーエース
カズサホス 1B ラグビー
カーバムナトリウム塩(メ
タム)

8Ｆ キルパー

酒石酸モランテル 4 グリンガード
ネマデクチン 6 メガトップ
ホスチアゼート 1B ガードホープ､ネマトリン、ネマトリンエース､ネマバスター
メチルイソチオシアネート 8（他） トラペックサイド､[ディ・トラペックス]
ＢＰＰＳ(プロパルギット) 12C オマイト
アセキノシル 20B カネマイト
アミトラズ 19 ダニカット､[タイクーン]
エトキサゾール 10B バロック、[ダニトップ、ダニメツ、茶ちゃっと、ビルク]
クロフェンテジン 10A カーラ
ジエノクロル 2A ペンタック
シエノピラフェン 25A スターマイト､[スターマイトプラス]
シフルメトフェン 25A ダニサラバ、[ダニハチ]
スピロジクロフェン 23 エコマイト､ダニエモン
スピロテトラマト 23 モベント
スピロメシフェン 23 クリアザール､ダニゲッター
テトラジホン 12D テデオン
テブフェンピラド 21A ピラニカ、[シーマ―ジェット]
調合油 NC サフオイル
ビフェナゼート 20D マイトコーネ､ダニ太郎
ピフルブミド 25B ダニコング、[ダブルフェース]
ピリダベン 21A サンマイト、[スターマイトプラス]
ピリミジフェン 21A マイトクリーン、[ダニトップ、茶ちゃっと]
フェノチオカルブ UN パノコン

殺ダニ

[殺虫剤]

ＩＧＲ
(昆虫成長制御
剤)

カーバメート系

殺線虫



系統区分名称 有効成分名 作用機構
分類コード 主な商品名　[　　]内は混合剤

フェンピロキシメート 21A ダニトロン、[アプロードエース、ダブルフェース]
フルアクリピリム 20C タイタロン
ヘキシチアゾクス 10A ニッソラン
クロラントラニリプロール 28 サムコル、プレバソン､[ジュリボ､キックオフ]
シアントラニリプロール 28 エクシレル､バズ､バディート､プリロッソ､ベネビア､ベリ

マーク､[アベイル、スタウトバディート、ミネクトデュオ、
ルーチンデュオ]

フルベンジアミド 28 フェニックス、ペガサス
スピネトラム 5 スピネアタック､ディアナ､[スタウトダントツディアナ]
スピノサド 5 スピノエース､[ファルコンエース､スピノ○○、ワークワイ

ド]
アセタミプリド 4A マツグリーン、モスピラン、[アベイル]
イミダクロプリド 4A アドマイヤー､タフバリア、ブルースカイ､[ワークワイド]
クロチアニジン 4A ダントツ､ベニカ､[嵐ダントツ､スタウトダントツディアナ]
ジノテフラン 4A アルバリン､スタークル､[○○スタークル､キックオフ]
チアクロプリド 4A バリアード
チアメトキサム 4A アクタラ､アトラック、クルーザー、[ジュリボ、ミネクトデュ

オ、リーズン]
ニテンピラム 4A ベストガード､[○○ベスト]
カルタップ 14 パダン､[パダン○○]
チオシクラム 14 エビセクト､リーフガード、[エビセクト○○]
ベンスルタップ 14 ルーバン、[ルーバン○○]
アクリナトリン 3A アーデント
アレスリン 3A カダンＡ､[カダンＫ]
エトフェンプロックス 3A アークリン、サニーフィールド､トレボン､[○○トレボン]
シクロプロトリン 3A シクロサールＵ､シクロパック
シハロトリン 3A サイハロン､[ビリーブ]
シフルトリン 3A バイスロイド
シペルメトリン 3A アグロスリン､イカズチ､ゲットアウト
シラフルオフェン 3A ＭＲ.ジョーカー、[○○ジョーカー]
テフルトリン 3A フォース
トラロメトリン 3A スカウト
ビフェントリン 3A テルスター､[アタックワン]
ピレトリン（除虫菊） 3A 除虫菊､パイベニカ
フェンバレレート 3A [パーマチオン､ハクサップ､ベジホン]
フェンプロパトリン 3A ロディー､[スミロディー､ビルク]
フルシトリネート 3A ペイオフＭＥ
フルバリネート 3A マブリック
ペルメトリン 3A アディオン､ガードベイトＡ､カダンＡＰ
エチプロール 2B キラップ、[キラップ○○]
フィプロニル 2B プリンス、[ギャング､○○プリンス]
アバメクチン 6 アグリメック
エマメクチン安息香酸
塩

6 アファーム､[アファームエクセラ]

ミルベメクチン 6 コロマイト､ダニボーイ、ダニダウン、ミルベノック
レピメクチン 6 アニキ
ＣＹＡＰ(シアノホス) 1B サイアノックス
ＤＥＰ(トリクロルホン) 1B ディプテレックス
ＤＭＴＰ(メチダチオン) 1B スプラサイド、ブロードハンター
ＭＥＰ(フェニトロチオン) 1B ガットキラー、ガットサイドＳ､サッチューコートＳ、スミチオ

ン､スミパイン､パインサイドＳ､[スミソン､スミトップＭ､スミ
ロディー、トラサイドＡ、パーマチオン､ラビキラー]

ＭＰＰ(フェンチオン) 1B バイジット､Ｔ-7.5バイセフト
ＰＡＰ(フェントエート) 1B エルサン､[カスエルバッサ､ラビキラー]

有機リン系

マクロライド系

（殺ダニ）

ピレスロイド系

ネライストキシン
系

フェニルピラゾー
ル系

ネオニコチノイド
系

ジアミド系

スピノシン系



系統区分名称 有効成分名 作用機構
分類コード 主な商品名　[　　]内は混合剤

アセフェート 1B オルトラン､ジェイエース､ジェネレート､スミフェート、[オ
ルトラン○○]

イソキサチオン 1B カルホス､カルモック､ネキリエースＫ
クロルピリホス 1B ダーズバン
ジメトエート 1B ジメトエート､[ベジホン]
ダイアジノン 1B ショットガン、ダイアジノン､[アップデート、エチメトン､オ

ンダイアエース､粉衣用ペアーカスミンＤ､ランダイヤ]
ピリミホスメチル 1B アクテリック
プロチオホス 1B トクチオン
プロフェノホス 1B エンセダン
マラソン(マラチオン) 1B マラソン､[スミソン､トラサイドＡ、ハクサップ､マラバッサ]
<生菌剤> 11A エスマルク､ゼンターリ、チューリサイド､バシレックス他
<死菌剤> 11A トアローCT
<ウイルス製剤> － ハマキ天敵、ハスモン天敵
<細菌製剤> － パストリア
<糸状菌製剤> － ゴッツＡ､バイオリサ・カミキリ、パイレーツ、プリファード、

ボタニガード､マイコタール
<ダニ> － キイトップ､ククメリス､スパイデックス､スパイカルＥＸ､スパ

イカルプラス､スワルスキー､ミヤコスター、リモニカ
<センチュウ> － バイオセーフ､バイオトピア
<昆虫> － アカメ、アリガタ､エルカード､エンストリップ､コレトップ､ツ

ヤトップ、ナミトップ､マイネックス
<性フェロモン剤> － コナガコン､コンフューザー､ハマキコン､ヨトウコン
<誘引剤> － キュウルア､メチルオイゲノール
オレイン酸ナトリウム － オレート､[ダニメツ]
還元澱粉糖化物 － あめんこ､エコピタ､キモンブロック､ベニカマイルド
ケイソウ土 － コクゾール
脂肪酸グリセリド － アーリーセーフ､サンクリスタル
デンプン － 粘着くん
ナタネ油 － ハッパ
粘着剤 － カミキリホイホイ
プロピレングリコールモ
ノ脂肪酸エステル

－ アカリタッチ

マシン油 アタックオイル、機械油､スピンドロン､トモノール､マシン
油､[アルタベール、カダンＫ]

燐酸第二鉄 UN スクミンベイト、スラゴ､ナメクジ退治､ナメクジキラーＦ
エース、ナメトール、フェラモール

インドキサカルブ 22A トルネード
クロルフェナピル 13 コテツ
ジアフェンチウロン 12A ガンバ
トルフェンピラド 21A ハチハチ､[アクセルキング、ダニハチ]
ピメトロジン 9B チェス
ピリフルキナゾン 9B コルト
ピリダリル UN プレオ､マザック
フロニカミド 29 ウララ
メタアルデヒド 8（他） ジャンボたにしくん、スクミノン、スネック､ナメキール、ナ

メクリーン、ナメトックス､マイキラー、[グリーンベイト]
メタフルミゾン 22B アクセル､[アクセルキング]

（有機リン系）

生物農薬〈ＢＴ〉

生物農薬〈微生
物〉

生物農薬〈天敵
生物〉

昆虫性フェロモン
剤・誘引剤
天然物由来の殺
虫剤

その他の合成殺
虫剤


