
化管法の政令改正に伴うラベル表示に関する新旧対照表

SDS制度に関して、改正後の指定物質のSDS提供は2023年（令和5年）4月1日からとなります。

会社名＝ 協友アグリ株式会社 問合せ先電話番号＝ 03-3663-7947

旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21664 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 10.0% ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 10.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21664 － ｼﾞﾒﾁﾙ(1-ﾌｪﾆﾙｴﾁﾙ)ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種653) 19% 追加

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝ水和剤 21665 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 20.0% ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 20.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝ水和剤 21665 － ｼﾞﾒﾁﾙ(1-ﾌｪﾆﾙｴﾁﾙ)ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種653) 19% 追加

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 21707 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 20.0% ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ(1種350) 20.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 21707 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 47% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 47% 変更なし

殺虫剤 協友ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 21707 ｷｼﾚﾝ(1種80) 26% ｷｼﾚﾝ(1種80) 26% 変更なし

殺虫剤 ｵﾘｵﾝ水和剤40 18504 ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ(1種52) 40.0% ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ(1種52) 40.0% 変更なし

殺虫剤 ｶﾞｯﾄｻｲﾄﾞS 13410 MEP(1種251) 1.0% MEP(1種251) 1.0% 変更なし

殺虫剤 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵﾝｺﾙ粒剤 20317 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ(1種221) 8.0% ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ(1種221) 8.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｺﾃﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23444 － ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ(1種722) 10.0% 追加

殺虫剤 協友ｻｲｱﾉｯｸｽ水和剤 21806 － CYAP(1種670) 40.0% 追加

殺虫剤 協友ｻｲｱﾉｯｸｽ乳剤 21807 － CYAP(1種670) 50.0% 追加

殺虫剤 協友ｻｲｱﾉｯｸｽ乳剤 21807 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 16% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 16% 変更なし

殺虫剤 協友ｻｲｱﾉｯｸｽ乳剤 21807 ｷｼﾚﾝ(1種80) 15% ｷｼﾚﾝ(1種80) 15% 変更なし

殺虫剤 協友ｻｲｱﾉｯｸｽ粉剤 23391 － CYAP(1種670) 3.0% 追加

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 23272 MEP(1種251) 40.0% MEP(1種251) 40.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 23272 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 23272 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 6.7% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 6.7% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 23272 ｷｼﾚﾝ(1種80) 38.3% ｷｼﾚﾝ(1種80) 38.3% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL 23268 MEP(1種251) 2.0% MEP(1種251) 2.0% 変更なし

殺虫剤 住化ｽﾐﾁｵﾝ水和剤40 8444 MEP(1種251) 40.0% MEP(1種251) 40.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 21949 MEP(1種251) 50.0% MEP(1種251) 50.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 21949 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 23%以下 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 23%以下 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 21949 ｷｼﾚﾝ(1種80) 24%以下 ｷｼﾚﾝ(1種80) 24%以下 変更なし

殺虫剤 住化ｽﾐﾁｵﾝ乳剤70 11344 MEP(1種251) 70.0% MEP(1種251) 70.0% 変更なし

殺虫剤 住化ｽﾐﾁｵﾝ乳剤70 11344 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 5.7% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 5.7% 変更なし

殺虫剤 住化ｽﾐﾁｵﾝ乳剤70 11344 ｷｼﾚﾝ(1種80) 7.5% ｷｼﾚﾝ(1種80) 7.5% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾁｵﾝ粉剤3DL 21877 MEP(1種251) 3.0% MEP(1種251) 3.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾊﾞｯｻ粉剤20DL 23262 MEP(1種251) 3.0% MEP(1種251) 3.0% 変更なし

殺虫剤 協友ｽﾐﾊﾞｯｻ粉剤20DL 23262 BPMC(1種428) 2.0% BPMC(1種428) 2.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤34 23644 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(1種248) 34.0% ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ(1種248) 34.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾀﾞﾆｻﾗﾊﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22035 － ｼﾌﾙﾒﾄﾌｪﾝ(1種716) 20.0% 追加

殺虫剤 協友ﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21547 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 20.0% 追加

作成日（または改訂日）⇒2022年10月27日



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫剤 ﾀﾞﾝﾄﾂ水溶剤 20798 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 16.0% 追加

殺虫剤 ﾀﾞﾝﾄﾂ水溶剤 20798 －

ﾅﾄﾘｳﾑ=ｱﾙｹﾝｽﾙﾎﾅｰﾄ(ｱﾙｹﾝの炭素数が14から
16までのもの及びその混合物に限る｡)及びﾅﾄﾘｳ
ﾑ=ﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾙｶﾝｽﾙﾎﾅｰﾄ(ｱﾙｶﾝの炭素数が14か
ら16までのもの及びその混合物に限る｡)並びに
これらの混合物 (1種694) 3.0%

追加

殺虫剤 ﾀﾞﾝﾄﾂ箱粒剤 20827 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫剤 ﾄﾚﾎﾞﾝｴｱｰ 17541 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾊﾟｰﾏﾁｵﾝ水和剤 21927 MEP(1種251) 30.0% MEP(1種251) 30.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾊｸｻｯﾌﾟ水和剤 21935 ﾏﾗｿﾝ(1種197) 30.0% ﾏﾗｿﾝ(1種197) 30.0% 変更なし

殺虫剤 ﾊﾟﾀﾞﾝSG水溶剤 18950 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 75.0% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 75.0% 変更なし

殺虫剤 STﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾞｯｻ粒剤 21808 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 3.5% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 3.5% 変更なし

殺虫剤 STﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾞｯｻ粒剤 21808 BPMC(1種428) 4.0% BPMC(1種428) 4.0% 変更なし

殺虫剤 ﾊﾟﾀﾞﾝ粒剤4 11188 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾊﾞｯｻ粉剤30DL 23653 BPMC(1種428) 3.0% BPMC(1種428) 3.0% 変更なし

殺虫剤 ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ水溶剤 19102 － ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ(2種766) 10.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ薬液を調製し、使い
きる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫剤 ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ粒剤 19103 － ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ(2種766) 1.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫剤 協友ﾏﾗｿﾝ乳剤50 21901 ﾏﾗｿﾝ(1種197) 50.0% ﾏﾗｿﾝ(1種197) 50.0% 変更なし

殺虫剤 協友ﾏﾗｿﾝ乳剤50 21901 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 27%以下 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 27%以下 変更なし

殺虫剤 協友ﾏﾗｿﾝ乳剤50 21901 ｷｼﾚﾝ(1種80) 16%以下 ｷｼﾚﾝ(1種80) 16%以下 変更なし

殺虫剤 ﾏﾗﾊﾞｯｻ乳剤 14662 ﾏﾗｿﾝ(1種197) 30.0% ﾏﾗｿﾝ(1種197) 30.0% 変更なし

殺虫剤 ﾏﾗﾊﾞｯｻ乳剤 14662 BPMC(1種428) 40.0% BPMC(1種428) 40.0% 変更なし

殺虫剤 ﾏﾗﾊﾞｯｻ乳剤 14662 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 7.8%以下 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 7.8%以下 変更なし

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ薬液を調製し、使い
きる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫剤 ﾏﾗﾊﾞｯｻ乳剤 14662 ｷｼﾚﾝ(1種80) 7.8%以下 ｷｼﾚﾝ(1種80) 7.8%以下 変更なし

殺虫剤 ﾗﾋﾞｷﾗｰ乳剤 15803 MEP(1種251) 40.0% MEP(1種251) 40.0% 変更なし

殺虫剤 ﾗﾋﾞｷﾗｰ乳剤 15803 PAP(1種233) 10.0% PAP(1種233) 10.0% 変更なし

殺虫剤 ﾗﾋﾞｷﾗｰ乳剤 15803 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 25%以下 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種53) 25%以下 変更なし

殺虫剤 ﾗﾋﾞｷﾗｰ乳剤 15803 ｷｼﾚﾝ(1種80) 26%以下 ｷｼﾚﾝ(1種80) 26%以下 変更なし

殺虫剤 DC油剤 22031 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(1種179) 97.0% 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(1種179) 97.0% 変更なし

殺菌剤 協友ｱﾐｽﾀｰｴｲﾄ 21785 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(1種431) 8.0% ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(1種431) 8.0% 変更なし

殺菌剤 協友ｱﾐｽﾀｰｴｲﾄ 21785
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る。)(1種407) 2.4%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る。)(1種407) 2.4%

変更なし

殺菌剤 協友ｱﾝﾋﾞﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21784 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ(2種33) 2.0% － 削除

殺菌剤 ｶｰﾆﾊﾞﾙ水和剤 24227 － ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ(2種769) 20.0% 追加

殺菌剤 ｶｰﾆﾊﾞﾙ水和剤 24227 TPN(1種260) 50.0% TPN(1種260) 50.0% 変更なし

殺菌剤 協友ｹﾞｯﾀｰ水和剤 23366 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 52.5% ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 52.5% 変更なし

殺菌剤 協友ｺﾗﾄｯﾌﾟﾘﾝﾊﾞｰ粒剤 23347 － ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ(1種610) 1.5% 追加

殺菌剤 協友ｽﾀｰﾅ水和剤 21735 － ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸(1種592) 20.0% 追加

殺菌剤 協友ｽﾀｰﾅ水和剤 21735 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(1種410) 3.0%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭
素数が9のものに限る)(1種410) 3.0%

炭化水素鎖
表記の統一化

殺菌剤 協友ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM水和剤 23108 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 70.0% ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 70.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM水和剤 23108 －

ｱﾙﾌｧ-ｱﾙｷﾙ-ｵﾒｶﾞ-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾀﾝ-1,2-ｼﾞｲ
ﾙ)(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が16から18までのもの及び
その混合物であって､数平均分子量が1,000未満
のものに限る｡)及びｱﾙﾌｧ-ｱﾙｹﾆﾙ-ｵﾒｶﾞ-ﾋﾄﾞﾛｷｼ
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾀﾝ-1,2-ｼﾞｲﾙ)(ｱﾙｹﾆﾙ基の炭素数が16
から18までのもの及びその混合物であって､数平
均分子量が1,000未満のものに限る｡)並びにこれ
らの混合物（1種578） 1.4％

追加

殺菌剤 ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝMｿﾞﾙ 14228 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 40.0% ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ（1種229） 40.0％ 変更なし

殺菌剤 協友ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝM粉剤DL 22104 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 2.0% ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(1種229) 2.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾄﾘﾌﾐﾝ乳剤 23468 1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種296) 2.8%

殺菌剤 協友ﾄﾘﾌﾐﾝ乳剤 23468 1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種297) 0.7%

殺菌剤 協友ﾄﾘﾌﾐﾝ乳剤 23468 ﾅﾌﾀﾚﾝ(1種302) 6,8% ﾅﾌﾀﾚﾝ(1種302) 6,8% 変更なし

殺菌剤 協友ﾄﾘﾌﾐﾝ乳剤 23468
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

変更なし

殺菌剤 ﾄﾚﾉｯｸｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21875 ﾁｳﾗﾑ(1種268) 40.0% ﾁｳﾗﾑ(1種268) 40.0% 変更なし

殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾊﾞﾘﾀﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23690 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾊﾞﾘﾀﾞ粉剤DL 17955 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20090 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽ粉剤DL 17954 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ水和剤 23692 － ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ(2種769) 50.0% 追加

殺菌剤 ﾌｼﾞﾜﾝ1ｷﾛ粒剤 20058 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(1種191) 36.0% ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(1種191) 36.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌｼﾞﾜﾝ粒剤 13276 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(1種191) 12.0% ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(1種191) 12.0% 変更なし

ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種691) 3.5% 名称変更
該当するトリメチルベンゼンを合算した
ため含有量増加



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝｿﾞﾙ 18756 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 20.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 20.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝｿﾞﾙ 18756 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾊﾞﾘﾀﾞｿﾞﾙ 19023 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 20.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 20.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾊﾞﾘﾀﾞｿﾞﾙ 19023 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾊﾞﾘﾀﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19352 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾊﾞﾘﾀﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19352 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19165 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19165 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾍﾞﾌﾗﾝ液剤25 21653 － ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩(1種589) 25.0% 追加

殺菌剤 協友ﾍﾞﾌﾗﾝ液剤25 21653
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 5.0%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 5.0%

変更なし

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｰﾄ水和剤 18821
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 40.0%

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 40.0%

変更なし 別名ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｰﾄ水和剤 18821 ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ(1種275) 1.9% ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ(1種275) 1.9% 変更なし

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19884
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 30.0%

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 30.0%

変更なし 別名ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｰﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19884 1-ﾄﾞﾃﾞｶﾉｰﾙ(1種273) 3.7% 1-ﾄﾞﾃﾞｶﾉｰﾙ(1種273) 3.7%

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｶﾞｰﾄﾞ水和剤 19068 ﾁｳﾗﾑ(1種268) 50.0% ﾁｳﾗﾑ(1種268) 50.0% 変更なし

殺菌剤 ﾍﾞﾙｸｶﾞｰﾄﾞ水和剤 19068
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 20.0%

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基
の炭素数が10から14までのもの及びその混合物
に限る｡)(1種30) 20.0%

変更なし 別名ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩

殺菌剤 協友ﾏﾃﾘｰﾅ水和剤 23645 － ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸(1種592) 10.0% 追加

殺菌剤 協友ﾏﾃﾘｰﾅ水和剤 23645 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(1種410) 1.5%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭
素数が9のものに限る)(1種410) 1.0%

炭化水素鎖
表記の統一化

殺菌剤 ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾊﾞﾘﾀﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24394 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21658 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾓﾝｾﾚﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21662 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 13.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 13.0% 変更なし

殺菌剤 協友ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾓﾝｾﾚﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21662 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(1種410) 1.0%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭
素数が9のものに限る)(1種410) 1.0%

炭化水素鎖
表記の統一化

殺虫殺菌剤 協友ｱﾐｽﾀｰｱｸﾀﾗSC 22404 － ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ(1種615) 6.5% 追加

殺虫殺菌剤 協友ｱﾐｽﾀｰｱｸﾀﾗSC 22404 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(１種431) 8.0% ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(１種431) 8.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ｱﾐｽﾀｰﾄﾚﾎﾞﾝSE 21250 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 10.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ｱﾐｽﾀｰﾄﾚﾎﾞﾝSE 21250 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(1種431) 8.0% ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ(1種431) 8.0% 変更なし



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫殺菌剤 ｽﾀｳﾄﾀﾞﾝﾄﾂ箱粒剤 22698 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

殺虫殺菌剤 ｽﾀｳﾄﾀﾞﾝﾄﾂ箱粒剤 22698 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 ｽﾀｳﾄﾀﾞﾝﾄﾂ箱粒剤08 22699 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫殺菌剤 ｽﾀｳﾄﾊﾟﾃﾞｨｰﾄDX箱粒剤 23773 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加
＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。

殺虫殺菌剤 ｽﾀｳﾄﾊﾟﾃﾞｨｰﾄ箱粒剤 23570 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫殺菌剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾍﾞﾙｸｰﾄ粉剤DL 21857 MEP(1種251) 3.0% MEP(1種251) 3.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 協友ｽﾐﾁｵﾝﾍﾞﾙｸｰﾄ粉剤DL 21857
(直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸塩(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が10から14までのもの及びその混合物に限
る))(1種30) 2.0%

(直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸塩(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が10から14までのもの及びその混合物に限
る))(1種30) 2.0%

変更なし 別名ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩

殺虫殺菌剤 ﾀﾞﾝﾄﾂｵﾘｾﾞﾒｰﾄ10箱粒剤 21226 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

殺虫殺菌剤 ﾀﾞﾝﾄﾂｵﾘｾﾞﾒｰﾄ10箱粒剤 21226 － ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ(1種571) 10% 追加

殺虫殺菌剤 協友ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾗﾄｯﾌﾟｱｸﾀﾗ箱粒剤 24003 － ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ(1種615) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 協友ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾗﾄｯﾌﾟｱｸﾀﾗ箱粒剤 24003
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

変更なし

殺虫殺菌剤 協友ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｶﾞﾌﾚｱ箱粒剤 24004 － ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ(1種615) 8.0% 追加

殺虫殺菌剤 協友ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｶﾞﾌﾚｱ箱粒剤 24004
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る｡)(1種407) 1.6%

変更なし

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 20779 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22257 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 6.6% 追加

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22257 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ粉剤DL 18177 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL 18173 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾊﾞﾘﾀﾞｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 20780 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾊﾞﾘﾀﾞﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22891 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 6.6% 追加

殺虫殺菌剤 ﾉﾝﾌﾞﾗｽﾊﾞﾘﾀﾞﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22891 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 STﾊﾟﾀﾞﾝｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 21141 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 STﾊﾟﾀﾞﾝｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 21141 － ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ(1種571) 8.0% 追加

殺虫殺菌剤 STﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾞｯｻｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 21317 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 4.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 STﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾞｯｻｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 21317 BPMC(1種428) 4.0% BPMC(1種428) 4.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 STﾊﾟﾀﾞﾝﾊﾞｯｻｵﾘｾﾞﾒｰﾄ粒剤 21317 － ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ(1種571) 8.0% 追加

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 19283 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝｼﾞｮｰｶｰ粉剤DL 19283 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂH粉剤DL 21218 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂH粉剤DL 21218 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21702 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 6.6% 追加

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21702 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21702 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 15.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂ粉剤DL 21186 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 2.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾀﾞﾝﾄﾂ粉剤DL 21186 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 1.5% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ水和剤 18235 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 5.0% ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ(1種64) 5.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ水和剤 18235 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ(1種422) 15.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ水和剤 18235 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 10.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 10.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ水和剤 18235 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(1種410) 3.5%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭
素数が9のものに限る｡)(1種410) 3.5%

名称変更

殺虫殺菌剤 ﾌﾞﾗｼﾝﾄﾚﾊﾞﾘﾀﾞ水和剤 18235 － ｼﾞﾒﾁﾙ(1-ﾌｪﾆﾙｴﾁﾙ)ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種653) 4.1% 追加

殺虫殺菌剤 協友ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL 23258 MEP(1種251) 3.0% MEP(1種251) 3.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 協友ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞｽﾐﾁｵﾝﾄﾚﾎﾞﾝ粉剤DL 23258 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 2.5% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 2.5% 変更なし

殺虫殺菌剤 ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21974 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 6.6% 追加

殺虫殺菌剤 ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾄﾂﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21974 ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% ﾌｻﾗｲﾄﾞ(1種261) 20.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 稲大将箱粒剤 24616 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

殺虫殺菌剤 稲名人箱粒剤 24516 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

殺虫殺菌剤 防人箱粒剤 24129 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加
＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。

殺虫殺菌剤 側条ﾊﾟﾀﾞﾝｵﾘｾﾞﾒｰﾄ顆粒水和剤 21270 ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 30.0% ｶﾙﾀｯﾌﾟ(1種152) 30.0% 変更なし

殺虫殺菌剤 側条ﾊﾟﾀﾞﾝｵﾘｾﾞﾒｰﾄ顆粒水和剤 21270 － ﾌﾟﾛﾍﾟﾅｿﾞｰﾙ(1種571) 48.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱いり娘粒剤 23033 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

殺虫殺菌剤 箱いり娘粒剤 23033 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱いり娘粒剤 23033 － ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ（1種610）4.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱維新粒剤 24130 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱維新粒剤 24130 － ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ(1種610) 4.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱王子粒剤 23511 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

殺虫殺菌剤 箱王子粒剤 23511 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱大臣粒剤 23890 － ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(1種616) 1.5% 追加

殺虫殺菌剤 箱大臣粒剤 23890 － ｲｿﾁｱﾆﾙ(1種634) 2.0% 追加

殺虫殺菌剤 箱大臣粒剤 23890 － ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ（1種610）4.0% 追加

除草剤 ｱｼｭﾗ400FG 24321 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 5.0% 追加

除草剤 ｱｼｭﾗｼﾞｬﾝﾎﾞ 24320 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 5.0% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ｱｼｭﾗ1ｷﾛ粒剤 24322 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 2.0% 追加

除草剤 ｱｼｭﾗﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24147 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 3.8% 追加

除草剤 ｱｯﾄｳZ400FG 24324 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 5.0% 追加

除草剤 ｱｯﾄｳZｼﾞｬﾝﾎﾞ 24323 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 5.0% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ｱｯﾄｳZ1ｷﾛ粒剤 24325 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 2.0% 追加

除草剤 ｱｯﾄｳZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24326 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 3.8% 追加

除草剤 ｲｯｿｳ1ｷﾛ粒剤 23835 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% 変更なし

除草剤 ｲｯｿｳ1ｷﾛ粒剤 23835 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 3.0% 追加

除草剤 ｶﾞﾂﾝﾄZ200FG 24494 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 10.0% 追加

除草剤 ｶﾞﾂﾝﾄZｼﾞｬﾝﾎﾞ 24493 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 10.0% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。

＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ秤量し、使いきる。
・火災時は、適切な保護具を着用し水・
消火剤等で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り
回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

除草剤 ｶﾞﾂﾝﾄZ1ｷﾛ粒剤 24492 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 2.0% 追加

除草剤 ｶﾞﾂﾝﾄZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24491 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 3.8% 追加

除草剤 ｶﾙﾅｸｽ 21941 － ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩(1種605) 41.0% 追加
＜追加注意事項＞
・使用量に合わせ薬液を調製し、使い
きること。

除草剤 協友ｵｰﾄﾞﾗﾑ粒剤 21591 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 8.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 8.0% 変更なし

除草剤 ｷﾁｯﾄ1ｷﾛ粒剤 21647 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 2.0% 追加

除草剤 ｷﾁｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 21648 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｷﾁｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 21648 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% 変更なし

除草剤 ｷﾁｯﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ 21648 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 2.0% 追加

除草剤 ｷﾁｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21836 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｷﾁｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21836 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% 変更なし

除草剤 ｷﾁｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21836 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 3.8% 追加

除草剤 ｷﾗﾘ1ｷﾛ粒剤 24327 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 2.0% 追加

除草剤 ｷﾗﾘ400FG 24490 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｷﾗﾘ400FG 24490 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 5.0% 追加

除草剤 ｷﾗﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ 24489 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｷﾗﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ 24489 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 5.0% 追加

除草剤 ｷﾗﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24488 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｷﾗﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24488 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 3.8% 追加

除草剤 ｸﾛﾚｰﾄS 11912 － 塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ塩(1種598) 50.0% 追加

除草剤 ｸﾛﾚｰﾄSL 12991 － 塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ塩(1種598) 60.0% 追加

除草剤 ｻﾞ･ﾜﾝ1ｷﾛ粒剤 19861 － ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ(1種608) 3.9% 追加

除草剤 ｻﾞ･ﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ　　　　　　 19858 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｻﾞ･ﾜﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ　　　　　　 19858 － ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ(1種608) 7.3% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGO400FG 24587 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGO400FG 24587 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% 変更なし

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOｼﾞｬﾝﾎﾞ 24588 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOｼﾞｬﾝﾎﾞ 24588 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.5% 変更なし

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24589 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞGOﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24589 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.1% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.1% 変更なし

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞKAI400FG 24393 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞKAIｼﾞｬﾝﾎﾞ 23339 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞKAIﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23118 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞRXﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20948 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞRXﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20948 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% 変更なし

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞRXﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20948 － ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ(1種640) 6.6% 追加

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20434 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

除草剤 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20434 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ(1種172) 1.2% 変更なし

除草剤 協友ｻﾝｼｬｲﾝ1ｷﾛ粒剤 22119 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 2.0% 追加

除草剤 協友ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22254 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 3.9% 追加

除草剤 協友ｼｰｾﾞｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23297 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ(1種450) 5.7% ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ(1種450) 5.7% 変更なし

除草剤 協友ｼｰｾﾞｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23297 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ(2種28) 12.0% ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ(1種490) 12.0% 種別変更

除草剤 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ1ｷﾛ粒剤 23844 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 3.0% 追加

除草剤 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞ400FG 24392 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 7.5% 追加

除草剤 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾎﾞ 23924 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 7.5% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23845 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 5.7% 追加

除草剤 ﾃﾞﾙﾀｱﾀｯｸｼﾞｬﾝﾎﾞ 23696 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ﾃﾞﾙﾀｱﾀｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23695 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ﾄﾞﾝﾋﾟｼｬ1ｷﾛ粒剤 24028 － ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ(1種620) 2.0% 追加

除草剤 協友ﾅﾌﾞ乳剤 23658 1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ（1種296）1.5％ ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ(1種691) 7.5% 名称変更
該当するトリメチルベンゼンを合算した
ため含有量増加

除草剤 協友ﾅﾌﾞ乳剤 23658 ﾅﾌﾀﾚﾝ(1種302) 7.5% ﾅﾌﾀﾚﾝ(1種302) 7.5% 変更なし

除草剤 協友ﾅﾌﾞ乳剤 23658 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(1種410) 1.3%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭
素数が9のものに限る)(1種410) 1.3%

名称変更 炭化水素鎖表記の統一化

除草剤 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 19296 － ｶﾙﾌﾞﾁﾚｰﾄ(1種649) 4.0% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘ400FG 24201 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘｼﾞｬﾝﾎﾞ 22287 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22149 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘLX400FG 24234 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘLXｼﾞｬﾝﾎﾞ 23520 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 2.25% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ﾊﾞｯﾁﾘLXﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23519 － ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ(1種606) 1.7% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾄｳZ1ｷﾛ粒剤 24496 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 2.0% 追加

除草剤 ﾊﾞｯﾄｳZｼﾞｬﾝﾎﾞ 24497 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 5.0% 追加
＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

除草剤 ﾊﾞｯﾄｳZﾌﾛｱﾌﾞﾙ 24495 － ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ(1種621) 3.8% 追加

除草剤 ﾋﾟﾗｸﾛｼｮｯﾄ1ｷﾛ粒剤 22120 ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 12.0% ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 12.0% 変更なし

除草剤 ﾋﾟﾗｸﾛｼｮｯﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 22089 ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 20.0% ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 20.0% 変更なし
除草剤 協友ﾏﾒｯﾄSM1ｷﾛ粒剤 21586 ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 4.5% ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 4.5% 変更なし
除草剤 協友ﾏﾒｯﾄSM1ｷﾛ粒剤 21586 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% 変更なし



旧（2023年3月31日まで） 新（2023年4月1日以降）

分類 商品名 登録番号 指定物質名（種別・現行政令番号）含有率 指定物質名（種別・管理番号）含有率 概況 備考 

除草剤 ﾏﾒｯﾄSMｼﾞｬﾝﾎﾞ 23581 ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 4.5% ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 4.5% 変更なし

除草剤 ﾏﾒｯﾄSMｼﾞｬﾝﾎﾞ 23581 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 24.0% 変更なし

除草剤 協友ﾏﾒｯﾄSM粒剤 21815 ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 1.5% ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 1.5% 変更なし
除草剤 協友ﾏﾒｯﾄSM粒剤 21815 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50)  8.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50)  8.0% 変更なし
除草剤 協友ﾏﾒｯﾄ粒剤 21590 ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 1.5% ｼﾒﾄﾘﾝ(1種323) 1.5% 変更なし
除草剤 協友ﾏﾒｯﾄ粒剤 21590 ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 6.0% ﾓﾘﾈｰﾄ(1種50) 6.0% 変更なし
除草剤 協友ﾊﾞﾚｰｼﾞ粒剤 21616 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ(1種100) 2.0% ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ(1種100) 2.0% 変更なし

除草剤 協友草笛ｼﾞｬﾝﾎﾞ 21620 ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 15.0% ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 15.0% 変更なし

除草剤 協友草笛ｼﾞｬﾝﾎﾞ 21620 － ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ(1種608) 4.5% 追加

除草剤 協友草笛ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21621 ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 27.4% ｸﾐﾙﾛﾝ(1種124) 27.4% 変更なし
除草剤 協友草笛ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21621 － ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ(1種608) 8.2% 追加
除草剤 協友農将軍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21587 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ(1種450) 10.0% ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ(1種450) 10.0% 変更なし
除草剤 協友農将軍ﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21587 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ(1種100) 5.0% ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ(1種100) 5.0% 変更なし

展着剤 Y-ﾊｯﾃﾝ 21897
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る。)(1種407) 1.1%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が12から15までのもの及びその混合物に限
る。)(1種407) 1.1%

変更なし

その他 ｺﾝﾌｭｰｻﾞ-R 22947 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 変更なし

その他 ｺﾝﾌｭｰｻﾞ-N 22959 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 変更なし

その他 ﾊﾏｷｺﾝ-N 22378 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 変更なし

その他 ｽｶｼﾊﾞｺﾝL 23057 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 変更なし

その他 ｼﾝｸｲｺﾝ-L 23882 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 2.0% 変更なし

その他 ﾅｼﾋﾒｺﾝ 22781 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.0% 変更なし

その他 ｺﾝﾌｭｰｻﾞ-V 23084 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.5% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 1.5% 変更なし

その他 ﾖﾄｳｺﾝ-H 23421 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 3.0% 2,6-ｼﾞ-ﾀ-ｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙ-4-ｸﾚｿﾞｰﾙ(1種207) 3.0% 変更なし

＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。

＜追加注意事項＞
必要量を購入し、できるだけ残すことな
く使いきる。
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