
２．混合剤
商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)

フィプロニル プリンス
プロベナゾール オリゼメート

トルフェンピラド ハチハチ

メタフルミゾン アクセル

オキシテトラサイクリン マイコシールド

ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ､ヒトマイシン、マイシンほか

フェンブコナゾール インダー

マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ

ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ､ヒトマイシン、マイシンほか

チオファネートメチル トップジンM

エマメクチン安息香酸塩 アファーム

ルフェヌロン マッチ

ブプロフェジン アプロード

フェンピロキシメート ダニトロン

ブプロフェジン アプロード

ＢＰＭＣ バッサ

アセタミプリド マツグリーン、モスピラン

シアントラニリプロール
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

アゾキシストロビン アミスター

ＴＰＮ ダコソイル、ダコニール､パスポート

クロチアニジン ダントツ、ベニカ

オリサストロビン 嵐

キャプタン オーソサイド

ホセチル アリエッティ

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
シン油ほか

有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
ジノテフラン アルバリン､スタークル
メトミノストロビン イモチエース､オリブライト
キャプタン オーソサイド
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
テブコナゾール オンリーワン、シルバキュア
フルオピラム オルフィン
ダイアジノン ショットガン､ダイアジノン
ベンフラカルブ オンコル

シモキサニル －

マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
カスガマイシン カスミン
無機銅剤 ＊
カスガマイシン カスミン
オキソリニック酸 スターナ
アレスリン カダンＡ

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
シン油ほか

カスガマイシン カスミン
無機銅剤 ＊

Dr.オリゼプリンス ※

アグリマイシン- １
００

菌

アクセルキング 虫

アタッキン 菌

アプロードエース 虫

アルタベール ※

オンダイアエース 虫

カーゼートＰＺ 菌

カスミンボルドー 菌

カセット 菌

菌

アファームエクセ
ラ

虫

アプロードバッサ 虫

アリエッティＣ 菌

嵐ダントツ ※

イモチエースス
タークル

※

アベイル 虫

アスパイア 菌

アミスターオプ
ティ

菌

カダンＫ 虫

カッパーシン 菌

オキシラン

オルフィンプラス 菌



商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)
ベンチアバリカルブイソプ
ロピル

マモロット

マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
クロラントラニリプロール サムコル､プレバソン
ジノテフラン アルバリン､スタークル
キャプタン オーソサイド
ベノミル ベンレート
カルボスルファン アドバンテージ､ガゼット
フィプロニル プリンス
エチプロール キラップ
シラフルオフェン ＭＲ.ジョーカー
無機銅剤 ＊
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
メタアルデヒド スネック､ナメキール､ナメトックス､マイキラーほか
ＮＡＣ デナポン､ミクロデナポン
ジエトフェンカルブ パウミル
チオファネートメチル トップジンM
エトフェンプロックス アークリン､サニーフィールド､トレボン
ピロキロン コラトップ
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
アメトクトラジン ザンプロ
ジメトモルフ フェスティバル
ピラクロストロビン カルビオ
ボスカリド カンタス
ＴＰＮ ダコソイル、ダコニール､パスポート
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
テブフェンピラド ピラニカ
ＢＰＭＣ バッサ
フルオピコリド －
ベンチアバリカルブイソプ
ロピル

マモロット

フェンヘキサミド パスワード
フルジオキソニル セイビアー
ベンフラカルブ オンコル
プロベナゾール オリゼメート
クロラントラニリプロール サムコル､プレバソン
チアメトキサム アクタラ、アトラック、クルーザー
フルチアニル －
メパニピリム フルピカ
シプロジニル ユニックス
フルジオキソニル セイビアー
ジフェノコナゾール スコア
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
クロチアニジン ダントツ､ベニカ
スピネトラム スピネアタック､ディアナ

イソチアニル ルーチン

シアントラニリプロール
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

イソチアニル ルーチン

虫キックオフ

ジュリボ 虫

ジャッジ ※

サーガ

菌

ザンプロＤＭ 菌

ジャストフィット 菌

スイッチ 菌

スコアＭＺ 菌

菌

シトラーノ 菌

ゲッター 菌

コラトップトレボン ※

キンセット

シグナムＷＤＧ

グリーンベイト

スタウトダントツ
ディアナ

キャプレート 菌

ギャング 虫

ジャストミート 菌

菌

虫

カンパネラ 菌

シーマージェット 虫

キラップＪ 虫

ショウチノスケ 菌

※

スタウトバディート ※



商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)
オキソリニック酸 スターナ
プロクロラズ スポルタック

ＭＥＰ
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

チオファネートメチル トップジンM
ジエトフェンカルブ パウミル
プロシミドン スミレックス

フェンプロパトリン ロディー

ＭＥＰ
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

オキソリニック酸 スターナ
トルクロホスメチル リゾレックス

イミノクタジン ベフラン､ベルクート

ポリオキシン ポリオキシンＡＬ
アミトラズ ダニカット
ブプロフェジン アプロード
アミスルブロム オラクル、ライメイ
シモキサニル －
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
キャプタン オーソサイド
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
フェンヘキサミド パスワード
ベノミル ベンレート
ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
プロシミドン スミレックス
ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
ヒドロキシイソキサゾール タチガレン
メタラキシル リドミル
エトキサゾール バロック
オレイン酸ナトリウム オレート

ピフルブミド ダニコング

フェンピロキシメート ダニトロン
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
ペンシクロン モンセレン
シメコナゾール サンリット､モンガリット
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
チアメトキサム アクタラ、アトラック、クルーザー
ピロキロン コラトップ
オキソリニック酸 スターナ
無機銅剤 ＊
ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ、ヒトマイシン､マイシンほか
無機銅剤 ＊
シアゾファミド ランマン
ＴＰＮ ダコソイル、ダコニール､パスポート
ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ、ヒトマイシン､マイシンほか
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
マラソン マラソン

ＭＥＰ
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

菌

ダコレックス

菌

ティービック 菌

ダニメツ 虫

テーク 菌

菌

スミブレンド 菌

ドーマイシン 菌

虫

ドーシャス 菌

トラサイドA

ダイパワー 菌

デジタルコラトップ
アクタラ

※

テレオ 菌

銅ストマイ 菌

ソタールＷＤＧ

ダコレート

虫

ダイナモ

タチガレエース

ダイアメリット

菌

スミトップM ※

ダブルフェース 虫

菌

菌

ダイマジン 菌

スミロディー 虫

スポルタックス
ターナＳＥ

菌

タイクーン



商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)
テブコナゾール オンリーワン、シルバキュア
トリフロキシストロビン フリント
ピラクロストロビン カルビオ
ボスカリド カンタス
オキソリニック酸 スターナ
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
フェンバレレート －

ＭＥＰ
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

フェンバレレート －
マラソン マラソン
オキシテトラサイクリン マイコシールド
ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ､ヒトマイシン、マイシンほか
無機銅剤 ＊
カルタップ パダン
ＢＰＭＣ バッサ
カルタップ パダン
ＢＰＭＣ バッサ

プロベナゾール オリゼメート
シフルフェナミド パンチョ
トリフルミゾール トリフミン
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
脂肪酸グリセリド サンクリスタル
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
シハロトリン サイハロン
ジフルベンズロン デミリン
エトキサゾール バロック
フェンプロパトリン ロディー
スピノサド スピノエース
メトキシフェノジド ファルコン､ランナー
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
ピリベンカルブ ファンタジスタ
イミダクロプリド アドマイヤー､タフバリア､ブルースカイ
スピノサド スピノエース

チアジニル ブイゲット､アプライ
ジメトモルフ フェスティバル
無機銅 ＊
ジメトモルフ フェスティバル
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
クロラントラニリプロール サムコル､プレバソン
ピメトロジン チェス
メタラキシルＭ －
ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
フィプロニル プリンス
イソプロチオラン フジワン
フェリムゾン タケブラス
フサライド ラブサイド

※

ブラシン 菌

フォリオゴールド 菌

ブイゲットアドマイ
ヤースピノ

※

フジワンプリンス

フェスティバルＭ 菌

ビルク 虫

ハクサップ 虫

ナレート 菌

パーマチオン 虫

ナリアＷＤＧ 菌

フェルテラチェス 虫

ビリーブ 虫

パンチョＴＦ 菌

ピーチガード 菌

ビオネクト 菌

ファルコンエース 虫

ナティーボ 菌

バクテサイド 菌

ファンベル 菌

フェスティバルＣ 菌

パダンバッサ 虫

パダンバッサオリ
ゼメート

※



商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)
シラフルオフェン ＭＲ．ジョーカー
フェリムゾン タケブラス

フサライド ラブサイド
クロチアニジン ダントツ､ベニカ
フェリムゾン タケブラス

フサライド ラブサイド
エトフェンプロックス アークリン、サニーフィールド､トレボン
フェリムゾン タケブラス

フサライド ラブサイド
シモキサニル －
ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
ミクロブタニル ラリー
ベンチアバリカルブイソプ
ロピル

マモロット

ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
ダイアジノン ショットガン、ダイアジノン
カスガマイシン カスミン

チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
ペンチオピラド アフェット
ＴＰＮ ダコソイル､ダコニール､パスポート
シモキサニル －
ベンチアバリカルブイソプ
ロピル

マモロット

イミノクタジン ベフラン､ベルクート
チオファネートメチル トップジンM
フェンバレレート －
ジメトエート ジメトエート
ベンチアバリカルブイソプ
ロピル

マモロット

マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
イミノクタジン ベフラン、ベルクート
無機銅剤 ＊
イミノクタジン ベフラン、ベルクート
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
イプロジオン ロブラール
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
ペフラゾエート ヘルシード
ベノミル ベンレート
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
チオファネートメチル トップジンM
チウラム キヒゲン､チウラム､チオノック､トレノックス
チオファネートメチル トップジンM
シモキサニル －
ファモキサドン －

ホーマイコート 菌

ホライズン 菌

ホーマイ 菌

ベルクローブ 菌

ベフドー 菌

ベルクガード 菌

※

ブラシンダントツ ※

プロポーズ 菌

ベジセイバー 菌

ベトファイター 菌

ベフトップジン 菌

ヘルシードＴ 菌

ベンレートＴ20 菌

ベジホン 虫

ベフキノン 菌

ベネセット 菌

粉衣用ペアーカ
スミンD

※

ブローダ 菌

ブリザード 菌

ブラシンジョー
カー

※

ブラシントレボン



商品名 種別 有効成分 有効成分が同じ単剤(有効成分が単一の農薬)
キャプタン オーソサイド
ポリオキシン ポリオキシンＡＬ
ポリオキシン ポリオキシンＡＬ
イミノクタジン ベフラン､ベルクート
オキソリニック酸 スターナ
ストレプトマイシン アグレプト､ストマイ、ヒトマイシン､マイシンほか
クロマフェノジド マトリック
シラフルオフェン ＭＲ．ジョーカー
イミベンコナゾール マネージ
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
マラソン マラソン
ＢＰＭＣ バッサ

シアントラニリプロール
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

チアメトキサム アクタラ、アトラック、クルーザー
アゾキシストロビン アミスター
メタラキシルＭ －

ＭＥＰ
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

ＰＡＰ エルサン
チオファネートメチル トップジンM
マンネブ エムダイファー
ダイアジノン ショットガン、ダイアジノン
メソミル ランネート
チアメトキサム アクタラ、アトラック、クルーザー
ルフェヌロン マッチ
マンゼブ ジマンダイセン､ペンコゼブ
メタラキシルＭ －
フルトラニル モンカット
メタラキシル リドミル
メタラキシル リドミル
無機銅剤 ＊

シアントラニリプロール
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

イソチアニル ルーチン
トリフルミゾール トリフミン
チオファネートメチル トップジンM
イプロジオン ロブラール
有機銅 オキシンドー、キノンドーほか
イミダクロプリド アドマイヤー､タフバリア、ブルースカイ
スピノサド スピノエース

　＊　…　銅（無機銅)剤は多種類あるが、いずれも使用回数の制限が無い

ルミライト 菌

　－　…　単剤としての登録が無い

ワークワイド 虫

ロブドー 菌

種別　…　菌:殺菌剤　　　虫:殺虫剤　　　※：殺虫殺菌剤

ラビライト 菌

マラバッサ 虫

ラビキラー 虫

リドミルモンカット 菌

リドミル銅 菌

リドミルゴールドＭ
Ｚ

菌

リーズン 虫

ミネクトデュオ 虫

ユニフォーム 菌

ポリキャプタン 菌

ポリベリン 菌

マネージＭ 菌

マテリーナ 菌

マトリックジョー
カー

虫

ランダイヤ 虫

ルーチンデュオ ※


