
一般社団法人　日本草地畜産種子協会

平成27年5月末現在

１．殺虫剤－１
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

アドマイヤー水和剤

アドマイヤー顆粒水和剤

アドマイヤー箱粒剤

アドマイヤー１粒剤

アドマイヤーＣＲ箱粒剤

トレボン水和剤

アークリン水和剤

トレボン乳剤

トレボンＥＷ

トレボンエアー

トレボン粉剤DL

トレボンＬ粉剤ＤＬ

トレボンMC

トレボンスカイＭＣ

エトフェンプロックス粒剤 トレボン粒剤

スタークルトレボン粉剤ＤＬ

トレボンスター粉剤ＤＬ

パダン水溶剤

パダンＳＧ水溶剤

パダン粒剤４

パダン１キロ粒剤

アドバンテージ粒剤

ガゼット粒剤

カルボスルファン・フィプロニル粒剤 ギャング粒剤

クロチアニジン水溶剤 ダントツ水溶剤 

ダントツフロアブル

ダントツＥＸフロアブル

ダントツ粉剤ＤＬ

ダントツＨ粉剤ＤＬ

ダントツ１キロ粒剤

ダントツ粒剤

ダントツ箱粒剤

ワンリード箱粒剤０８

フェルテラ粒剤１

フェルテラ箱粒剤

クロラントラニリプロール・ジノテフラン粒剤 フェルテラスタークル箱粒剤ＣＵ 

クロラントラニリプロール・ピメトロジン粒剤 フェルテラチェス箱粒剤

クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ粒剤 オーベスト箱粒剤

スタークル豆つぶ

スタークルメイト豆つぶ

ジノテフラン液剤 スタークル液剤１０、スタークルメイト液剤１０

スタークルエアー５０、スタークルメイトエアー５０

スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤

スタークル粉剤ＤＬ、アルバリン粉剤ＤＬ

スタークルＬ粉剤ＤＬ、スタークルメイトＬ粉剤ＤＬ

スタークル粒剤、アルバリン粒剤

スタークル箱粒剤、アルバリン箱粒剤

スタークル１キロＨ粒剤、スタークルメイト１キロＨ粒剤

アトラクトン箱粒剤、スターダム箱粒剤

エトフェンプロックス水和剤

イミダクロプリド水和剤

イミダクロプリド粒剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

カルタップ水溶剤

カルタップ粒剤

エトフェンプロックス乳剤

エトフェンプロックス粉剤

クロチアニジン水和剤

クロチアニジン粉剤

クロチアニジン粒剤

クロラントラニリプロール粒剤

ジノテフラン剤

エトフェンプロックスマイクロカプセル剤

エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤

カルボスルファン粒剤

ジノテフラン水溶剤

ジノテフラン粉剤

ジノテフラン粒剤
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１．殺虫剤－２
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

オンコルスタークル粒剤

大塚オンコルスタークル粒剤

スピノサド粒剤 スピノエース箱粒剤

アクタラ箱粒剤

デジタルフレア箱粒剤

ロムダンエアー

ロムダンゾル

テブフェノジド・ブプロフェジン水和剤 アプロードロムダン水和剤

ピメトロジン粒剤 チェス粒剤 

フィプロニル粒剤 プリンス粒剤

アプロード水和剤

アプロードゾル

アプロードフロアブル

ブプロフェジン粉剤 アプロード粉剤ＤＬ

ブプロフェジン・ＢＰＭＣ粉剤
（有効成分含有量がブプロフェジン１%（以下）の農薬に限る）

アプロードバッサ粉剤ＤＬ

オンコル粒剤５

グランドオンコル粒剤

燐酸第二鉄粒剤 スクミンベイト３

ＢＰＭＣ乳剤 バッサ乳剤、バッサ乳剤５０

バッサ粉剤

バッサ粉剤３０ＤＬ

スミバッサ粉剤

スミバッサ粉剤２０ＤＬ

スミバッサ粉剤５０ＤＬ

ＭＥＰ乳剤 スミチオン乳剤

スミチオン粉剤２

スミチオン粉剤３

スミチオン粉剤３ＤＬ

スミチオン粉剤２ＤＬ

ＭＥＰマイクロカプセル剤 スミチオンＭＣ

チアメトキサム粒剤

テブフェノジド水和剤

ジノテフラン・ベンフラカルブ粒剤

ブプロフェジン水和剤

ベンフラカルブ粒剤

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されていな
い製品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。

ＢＰＭＣ・ＭＥＰ粉剤

ＭＥＰ粉剤

ＢＰＭＣ粉剤
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一般社団法人　日本草地畜産種子協会

平成27年5月末現在

２．殺菌剤－１
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

アゾキシストロビン水和剤 アミスターエイト

アゾキシストロビン粒剤 アミスター粒剤１５

イソチアニル粒剤 ルーチン粒剤

イソプロチオラン水和剤 フジワン水和剤

イソプロチオラン乳剤 フジワン乳剤

イソプロチオラン粉剤 フジワン粉剤ＤＬ

イソプロチオラン粉粒剤 フジワンパック

フジワン粒剤

フジワン１キロ粒剤 

イソプロチオラン・ピロキロン粒剤 フジトップ粒剤

イソプロチオラン・フルトラニル粒剤 フジワンモンカット粒剤

イプコナゾール水和剤 テクリード水和剤

イプコナゾール・銅水和剤 テクリードＣフロアブル

オキソリニック酸水和剤 スターナ水和剤

オキソリニック酸・プロクロラズ水和剤 スポルタックスターナＳＥ

嵐粒剤

嵐箱粒剤

タフブロック

モミキーパー

チウラム８０

アンレス 【忌避剤】

キヒゲンＲ－２フロアブル 【忌避剤】

チウラム・ベノミル水和剤 ベンレートＴ水和剤２０

ヘルシードＴ水和剤

ヘルシードＴフロアブル

撒粉ボルドー

Ｚボルドー粉剤ＤＬ

ベニドー粉剤ＤＬ

撒粉ボルドー粉剤ＤＬ

モミガードＣ水和剤

モミガードＣ・ＤＦ

エコホープ

エコホープドライ

エコホープＤＪ

トリフルミゾール水和剤 トリフミン水和剤 

トリフルミゾール乳剤 トリフミン乳剤

バチルス　シンプレクス水和剤 モミホープ水和剤

バチルス　ズブチリス水和剤 ボトキラー水和剤

ヒドロキシイソキサゾール液剤 タチガレン液剤

ヒドロキシイソキサゾール粉剤 タチガレン粉剤

コラトップ粒剤５

コラトップ粒剤１０

コラトップ１キロ粒剤１２

デジタルコラトップ箱粒剤

コラトップジャンボ

コラトップ粒剤２４

フェノキサニル粉剤 アチーブ粉剤ＤＬ

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

トリコデルマ　アトロビリデ水和剤

ピロキロン粒剤

チウラム・ペフラゾエート水和剤

銅粉剤

銅・フルジオキソニル・ペフラゾエート水和剤

チウラム水和剤

オリサストロビン粒剤

イソプロチオラン粒剤

タラロマイセス　フラバス水和剤
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２．殺菌剤－２
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

フェノキサニルマイクロカプセル剤 アチーブＭＣ

フサライド水和剤　（フロアブル剤に限る。地上散布は1000～1500
倍に限る）

ラブサイドフロアブル　【1000～1500倍地上散布のみ】

リンバー粒剤

リンバー１キロ粒剤

リンバー箱粒剤

フラメトピル・プロベナゾール粒剤 オリゼメートリンバー粒剤

フルジオキソニル水和剤 ウイスペクト水和剤５

フルジオキソニル・ペフラゾエート乳剤 モミガードＥＷ

モンカット水和剤

モンカット水和剤５０

モンカットフロアブル　【1000～1500倍地上散布のみ】

モンカットフロアブル４０

フルトラニル乳剤 モンカット乳剤

フルトラニル粉剤 モンカットファイン粉剤２０ＤＬ

モンカット粒剤

モンカット１キロ粒剤２１

ラクオー・モンカット

プロクロラズ乳剤 スポルタック乳剤

オリゼメート粒剤、側条オリゼメート粒剤

オリゼメート粒剤２０

オリゼメート１キロ粒剤

Ｄｒ．オリゼ箱粒剤

オリゼメート粒剤４０

ファーストオリゼ箱粒剤

プロベナゾール粉粒剤 オリゼメートパック

プロベナゾール水和剤 側条オリゼメート顆粒水和剤

ベノミル水和剤 ベンレート水和剤

ペフラゾエート乳剤 ヘルシード乳剤

バシタック水和剤７５

バシタックゾル　【800～1000倍地上散布のみ】

ダコニール１０００

ダコニールエース

ＴＰＮ粉剤 ダコニール粉剤

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されていな
い製品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。

フラメトピル粒剤

フルトラニル粒剤

ＴＰＮ水和剤

プロベナゾール粒剤

メプロニル水和剤（ただし地上通常散布に限る）

フルトラニル水和剤
（有効成分含有量が20%フロアブルの農薬で300倍以上の施用量
の使用方法かつ空中散布及び無人ヘリコプターによる散布である
ものを除く）
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一般社団法人　日本草地畜産種子協会

平成27年5月末現在

３．殺菌殺虫剤－１
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

イミダクロプリド・イソチアニル粒剤 ルーチンアドマイヤー箱粒剤 

イミダクロプリド・クロラントラニリプロール・イソチアニル粒剤 ルーチントレス箱粒剤

イミダクロプリド・フィプロニル・オリサストロビン粒剤 嵐プリンスアドマイヤー箱粒剤 

エトフェンプロックス・ピロキロン粒剤 コラトップトレボン粒剤 

カルボスルファン・プロベナゾール粒剤 オリゼメートアドバンテージ粒剤

スタウトダントツ顆粒水和剤

ツインターボ顆粒水和剤

スタウトダントツ箱粒剤

スタウトダントツ箱粒剤０８

ツインターボ箱粒剤０８

クロチアニジン・オリサストロビン粒剤 嵐ダントツ箱粒剤

クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル粒剤 ツインターボフェルテラ箱粒剤 

サイクルヒット箱粒剤

フルターボ箱粒剤

クロチアニジン・ピロキロン粒剤 コラトップダントツ１キロ粒剤

クロチアニジン・フサライド水和剤 ラブサイドダントツフロアブル 

クロチアニジン・フラメトピル粒剤 ダントツリンバー粒剤

クロチアニジン・プロベナゾール水和剤 側条オリゼメートダントツ顆粒水和剤

ダントツオリゼメート１０箱粒剤

Ｄｒ．オリゼダントツ箱粒剤

ダントツオリゼメート２４箱粒剤

クロラントラニリプロール・イソプロチオラン粒剤 フジワンフェルテラ粒剤

クロラントラニリプロール・ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤

クロラントラニリプロール・ピメトロジン・ピロキロン粒剤 デジタルバウアー箱粒剤

クロラントラニリプロール・ピメトロジン・プロベナゾール粒剤 ビルダーフェルテラチェス粒剤

Ｄｒ．オリゼフェルテラ粒剤

ファーストオリゼフェルテラ粒剤

ジャッジフェルテラ箱粒剤 

オーベストオリゼ１０箱粒剤

嵐スタークル粒剤

嵐スタークル箱粒剤

ジノテフラン・フィプロニル・プロベナゾール粒剤 ビルダープリンススタークル粒剤

ジノテフラン・ピロキロン粒剤 コラトップスタークル１キロ粒剤 

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤

ビルダースタークル箱粒剤

Ｄｒ．オリゼスタークル箱粒剤ＯＳ、ロングリーチ箱粒剤

ジノテフラン・プロベナゾール水和剤 側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤

デジタルコラトップアクタラ箱粒剤

デジタルメガフレア箱粒剤

ピメトロジン・フィプロニル・オリサストロビン粒剤 嵐プリンスチェス箱粒剤

ピメトロジン・フィプロニル・プロベナゾール粒剤 ビルダープリンスチェス粒剤

フィプロニル・アゾキシストロビン粒剤 アミスタープリンス粒剤

フィプロニル・イソプロチオラン粒剤 フジワンプリンス粒剤

フィプロニル・イソプロチオラン・ピロキロン粒剤 ピカピカ粒剤

嵐プリンス箱粒剤１０

嵐プリンス箱粒剤６

北おろし箱粒剤

フィプロニル・オリサストロビン粒剤

ジノテフラン・プロベナゾール粒剤

チアメトキサム・ピロキロン粒剤

クロチアニジン・クロラントラニリプロール・イソチアニル・フラメトピ
ル粒剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

クロチアニジン・イソチアニル水和剤

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

クロチアニジン・プロベナゾール粒剤

クロラントラニリプロール・プロベナゾール粒剤

クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤

ジノテフラン・オリサストロビン粒剤
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３．殺菌殺虫剤－２
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

プリンスオリゼメート嵐５粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンスエース粒剤

オリゼメートプリンス粒剤

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０

Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６

ビルダープリンス粒剤

ファーストオリゼプリンス粒剤１０、Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤１０Ｈ

ファーストオリゼプリンス粒剤６

オリゼメートオンコル粒剤

ジャッジ箱粒剤

グランドオリゼメートオンコル粒剤

フィプロニル・オリサストロビン・プロベナゾール粒剤

フィプロニル・プロベナゾール粒剤

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されていない製
品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。

ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤
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一般社団法人　日本草地畜産種子協会

平成27年5月末現在

４．農薬肥料
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

スミショート２８、コープショート２８、コープショートＡ２８

スミショート２１、コープショート２１、コープショートＡ２１、スミショート３５、
スマッシュ２１、スマッシュＡ２１

スミショート１４、コープショート１４、コープショートＡ１４、スマッシュ１４、スマッシュＡ１４

楽一１５

楽一１９

楽一２０、側条用コープショート一発２０

楽一２１、コープショート一発２１、ダブルショット２１、ダブルショットＡ２１、登熟一番２１

楽一２５、ダブルショット２５、ダブルショットＡ２５、コープショート一発２５、登熟一番２５

楽一２７、コープショート一発２７、ダブルショット２７、ダブルショットＡ２７、登熟一番２７

楽一２０Ｓ、ダブルショット２０Ｓ、ダブルショットＡ２０Ｓ、登熟一番２０Ｓ

楽一１８、コープショート一発１８、ダブルショット１８、ダブルショットＡ１８、登熟一番１８

楽一２０Ｗ、ダブルショット２０Ｗ、ダブルショットＡ２０Ｗ、登熟一番２０Ｗ

プロベナゾール複合肥料 オリゼメート入り複合燐加安２６４、一発６６４、コープガード一発６６４

５．植物成長調整剤
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

ウニコナゾールＰ液剤 スミセブンＰ液剤

ウニコナゾールＰ粒剤 ロミカ粒剤

過酸化カルシウム粉粒剤 カルパー粉粒剤１６

ウニコナゾールＰ複合肥料

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されて
いない製品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されて
いない製品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。
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一般社団法人　日本草地畜産種子協会
平成27年5月末現在

６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）－１
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤 キックバイ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水
和剤

サラブレッドＲＸフロアブル

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・ブロモブチド粒剤 オサキニ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 バッチリフロアブル

バッチリ１キロ粒剤

バッチリジャンボ

ドニチＳ１キロ粒剤

マクダス１キロ粒剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチ
ル粒剤

ミスターホームランＤ　Ｌジャンボ

ミスターホームランフロアブル

ミスターホームランＬフロアブル

ラクダーＨフロアブル
クサトリエースＬフロアブル

フルチャージ１キロ粒剤

フルチャージジャンボ

ベストコンビ１キロ粒剤

ベストコンビジャンボ

フルチャージスカイ５００グラム粒剤

ベストコンビスカイ５００グラム粒剤

ブロンコ

ラウンドアップハイロード

ラウンドアップ、グリホエキス液剤、サンフーロン液剤、
エイトアップ液剤、グリホス、クサクリーン液剤、草枯らし、
ハイ－フウノン液剤、ピラサート液剤、
コンパカレール液剤、ハーブ・ニート液剤、
キャピタルグリホサート４１％、シンノングリスター、
マイター液剤、クサトリキング、カルナクス、クサクリア、
マルガリーダ、ランドマスター

タッチダウンｉＱ

ラウンドアップマックスロード

プリグロックスＬ
マイゼット

シハロホップブチル乳剤 クリンチャーＥＷ

シハロホップブチル粒剤 クリンチャー１キロ粒剤

シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 ザーベックスＤＸ１キロ粒剤

シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル・メフェナセット粒剤 リボルバー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンタゾン液剤 クリンチャーバスＭＥ液剤

シメトリン・ペノキススラム・ＭＣＰＢ粒剤 ブイゴールＳＭ１キロ粒剤
シメトリン・モリネート粒剤 マメット粒剤

マメットＳＭ１キロ粒剤
マメットＳＭ粒剤
フォローアップ１キロ粒剤
ワイドアタックＤ１キロ粒剤

ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤 ザークＤ１キロ粒剤５１

テマカットフロアブル
ダッシュワンフロアブル

トリフルラリン乳剤 トレファノサイド乳剤

トリフルラリン粒剤 トレファノサイド粒剤２．５

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤

ダイムロン・ペノキススラム粒剤

ジクワット・パラコート液剤

シメトリン・モリネート・ＭＣＰＢ粒剤

グリホサートアンモニウム塩液剤

グリホサートカリウム塩液剤

ダイムロン・ペントキサゾン水和剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤

イマゾスルフロン・フェントラザミド・ブロモブチド粒剤

カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
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６．除草剤　（直播栽培に適用できるもの）－２
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

ビスピリバックナトリウム塩液剤 ノミニー液剤

ピラクロンフロアブル

兆フロアブル

ピラクロン１キロ粒剤

兆１キロ粒剤

メガゼータ１キロ粒剤 

ビクトリーＺ１キロ粒剤

ピラゾキシフェン粒剤 パイサー粒剤

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 ダブルスター１キロ粒剤

ピラゾレート粒剤 サンバード粒剤

キクンジャーＺ１キロ粒剤
キクンジャーＺジャンボ
チャンスタイムＺ１キロ粒剤
ベストパートナー豆つぶ２５０
ベストパートナージャンボ
ベストパートナー１キロ粒剤
アトトリ１キロ粒剤
ムソウ豆つぶ２５０
ムソウジャンボ

ピリミスルファン・メフェナセット粒剤 ムソウ１キロ粒剤

トップガンＧＴ１キロ粒剤７５

トップガンＧＴ１キロ粒剤５１

ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤 プロスパー１キロ粒剤５１

ペノキススラム水和剤 ワイドアタックＳＣ

ベンタゾン液剤 バサグラン液剤（ナトリウム塩）

ベンタゾン粒剤 バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

モリネート粒剤 オードラム粒剤

ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

ピリミスルファン剤

ピリミスルファン粒剤

ピリミスルファン・メフェナセット剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ
サゾン粒剤

ピラクロニル水和剤

ピラクロニル粒剤

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されていない
製品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。

ピラゾレート・プロピリスルフロン粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤
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一般社団法人　日本草地畜産種子協会

平成27年5月末現在

７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）－１
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤 キックバイ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン水和
剤

サラブレッドＲＸフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ダイムロン水和剤 サラブレッドフロアブル

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル水和剤 サラブレッドＫＡＩフロアブル 

サラブレッドＫＡＩ１キロ粒剤

サラブレッドＫＡＩジャンボ

クラッシュ１キロ粒剤

クラッシュジャンボ

ザ・ワンフロアブル

テマエースフロアブル

ザ・ワン１キロ粒剤

テマエース１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・ブロモブチド粒剤 オサキニ１キロ粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド水和剤 バッチリフロアブル

バッチリ１キロ粒剤

バッチリジャンボ

ドニチＳ１キロ粒剤

マクダス１キロ粒剤

マサカリＬジャンボ

ダイナマン１キロ粒剤７５

ダイナマンジャンボ

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル
粒剤

ミスターホームランＤ　Ｌジャンボ 

パットフルエース２５０グラム

パットフルエースＬ２５０グラム

パットフルエースジャンボ

パットフルエースＬジャンボ

ミスターホームランフロアブル

ミスターホームランＬフロアブル

クレセントフロアブル

マイウェイ豆つぶ２５０

マイウェイジャンボ

オキサジクロメホン・ピリミスルファン粒剤（有効成分含有量がオキサジ
クロメホン0.6％（以下）の農薬に限る

マイウェイゼロ１キロ粒剤

キクベジャンボ

ネビロス－ラジカルジャンボ

レオンジャンボ

ジョイスターフロアブル

ジョイスターＬフロアブル

カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロンメ
チル粒剤

ジョイスター１キロ粒剤５１ 

ラクダーＨフロアブル

クサトリエースＬフロアブル

ウィードレス粒剤１７

クサトリエースＨジャンボ

クサトリエースＬジャンボ

クサトリエース１キロ粒剤５１

クサトリエース粒剤１７

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン
水和剤

イネパーティーＬフロアブル 

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤

イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド粒剤

イマゾスルフロン・フェントラザミド・ブロモブチド粒剤

インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロ
ンメチル剤

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤

オキサジクロメホン・ピリミスルファン剤

イマゾスルフロン・カフェンストロール・ダイムロン粒剤

イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン水和剤

イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン粒剤

カフェンストロール・シクロスルファムロン・ダイムロン粒剤

カフェンストロール・シハロホップブチル・ダイムロン・ベンスルフロンメ
チル水和剤

オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）－２
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン水和剤 月光フロアブル 

月光１キロ粒剤

月光ジャンボ

カフェンストロール・ピラゾスルフロンエチル水和剤 ダイハード顆粒 

フルチャージ１キロ粒剤

フルチャージジャンボ

ベストコンビ１キロ粒剤

ベストコンビジャンボ

フルチャージスカイ５００グラム粒剤

ベストコンビスカイ５００グラム粒剤

ブロンコ

ラウンドアップハイロード

ラウンドアップ、グリホス、キャピタルグリホサート４１％、

シンノングリスター、マイター液剤、クサトリキング、

カルナクス、草枯らしMIC、クサクリア、ランドマスター

タッチダウンｉＱ

ラウンドアップマックスロード

シクロスルファムロン粒剤 イチヨンマルジャンボ６０ 

ビッグシュア１キロ粒剤

アガリア１キロ粒剤

葉がくれ１キロ粒剤

かねつぐ１キロ粒剤

かねつぐ－ラジカルジャンボ

プリグロックスＬ

マイゼット

シハロホップブチル乳剤 クリンチャーＥＷ

クリンチャー粒剤

クリンチャー１キロ粒剤

クリンチャージャンボ

シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤 ザーベックスＤＸ１キロ粒剤

シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル・メフェナセット粒剤 リボルバー１キロ粒剤

シハロホップブチル・ベンタゾン液剤 クリンチャーバスＭＥ液剤

ワンオールＳ１キロ粒剤

ボンバード１キロ粒剤

シメトリン・ペノキススラム・ＭＣＰＢ粒剤 ブイゴールＳＭ１キロ粒剤 

ザーベックスＳＭ粒剤

ザーベックスＳＭ１キロ粒剤

シメトリン・メフェナセット・ＭＣＰＢ粒剤 クロアＳＭ粒剤 

シメトリン・モリネート粒剤 マメット粒剤

マメットＳＭ１キロ粒剤

マメットＳＭ粒剤

マメットＳＭジャンボ

シメトリン・ＡＣＮ・ＭＣＰＢ粒剤 モゲブロン粒剤

シメトリン・ＭＣＰＢ粒剤 パウナックスＭ粒剤

ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤 銀河フロアブル 

銀河１キロ粒剤

銀河ジャンボ

フォローアップ１キロ粒剤

ワイドアタックＤ１キロ粒剤

ザークＤ粒剤１７

ザークＤ１キロ粒剤５１

テマカットフロアブル

ダッシュワンフロアブル

クサパンチ１キロ粒剤

ダッシュワン１キロ粒剤

カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤

カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤

シハロホップブチル粒剤

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

シメトリン・モリネート・ＭＣＰＢ粒剤

ダイムロン・ペノキススラム粒剤

ダイムロン・ペントキサゾン水和剤

ダイムロン・ペントキサゾン粒剤

シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤

シメトリン・ベンフレセート・ＭＣＰＢ粒剤

グリホサートアンモニウム塩液剤

グリホサートカリウム塩液剤

ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤

シクロスルファムロン・ダイムロン・フェントラザミド粒剤

ジクワット・パラコート液剤

シクロスルファムロン・プレチラクロール粒剤

ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）－３
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

イネヒーロー１キロ粒剤

イネヒーロージャンボ

ダイムロン・メタゾスルフロン水和剤 ツインスターフロアブル

ツインスター１キロ粒剤

ツインスタージャンボ

ドレクスレラ　モノセラス剤 タスマート

ビスピリバックナトリウム塩液剤 ノミニー液剤

ピラクロンフロアブル

兆フロアブル 

ピラクロン１キロ粒剤

兆１キロ粒剤

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンフレセート粒剤 イネ王国１キロ粒剤 

メガゼータフロアブル

ビクトリーＺフロアブル

メガゼータジャンボ

ビクトリーＺジャンボ

メガゼータ１キロ粒剤

ビクトリーＺ１キロ粒剤

ワンオール粒剤

クサナイト粒剤

ピラゾスルフロンエチル粒剤 シリウス粒剤

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド水和剤 ダブルスター顆粒

ダブルスター１キロ粒剤

ダブルスタージャンボ

ピラゾスルフロンエチル・モリネート粒剤 ベルーフ粒剤
サンバード粒剤

サンバード１キロ粒剤３０

ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート水和剤 該当無し

ピラゾレート・フェントラザミド・ベンフレセート粒剤 該当無し

キクンジャーＺフロアブル

チャンスタイムＺフロアブル

キクンジャーＺ１キロ粒剤

キクンジャーＺジャンボ

チャンスタイムＺ１キロ粒剤

ピラゾレート・ペントキサゾン水和剤 スウィープフロアブル

ベストパートナー豆つぶ２５０

ベストパートナージャンボ

ベストパートナー１キロ粒剤

アトトリ１キロ粒剤

ヤイバジャンボ

ヤイバ豆つぶ２５０

ヤイバ１キロ粒剤

ゴール１キロ粒剤

ムソウ豆つぶ２５０

ムソウジャンボ

ピリミスルファン・メフェナセット粒剤 ムソウ１キロ粒剤 

トップガンＧＴ１キロ粒剤７５

トップガンＧＴ１キロ粒剤５１

ソルネット１キロ粒剤

エリジャンジャンボ

プロピリスルフロン水和剤 ゼータワンフロアブル

ゼータワン１キロ粒剤

ゼータワンジャンボ

ペノキススラム水和剤 ワイドアタックＳＣ

ピリミスルファン粒剤

ピリミスルファン・メフェナセット剤

ピリミスルファン・フェントラザミド剤

ピリミスルファン・フェントラザミド粒剤

ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤

ピラゾレート粒剤

ピラゾレート・プロピリスルフロン水和剤

ピラゾレート・プロピリスルフロン粒剤

ピラクロニル水和剤

プレチラクロール粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤

ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤
（ただし、ピラゾキシフェン含有量が６％（以下）の製剤に限る）

ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤

ピリミスルファン剤

プロピリスルフロン粒剤

ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾ
ン粒剤

ピラクロニル粒剤

ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤

ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤
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７．除草剤　（移植栽培に適用できるもの）－４
農薬の種類 農薬の名称（製品名）

クミアイウルフエース粒剤１７

クミアイウルフエース粒剤２５

クミアイウルフエース１キロ粒剤５１

クミアイウルフエース１キロ粒剤７５

ベンタゾン液剤 バサグラン液剤（ナトリウム塩）

ベンタゾン粒剤 バサグラン粒剤（ナトリウム塩）

サインヨシフロアブル

ベクサーフロアブル、ベアスフロアブル

ホクコーメテオフロアブル

ベクサー１キロ粒剤

ベアス１キロ粒剤 

ホクコーメテオ１キロ粒剤

ペントキサゾン・ＡＣＮ水和剤 クリアホープフロアブル

ベンフレセート粒剤 ザーベックス粒剤

モリネート粒剤 オードラム粒剤 

ＡＣＮ粒剤 モゲトン粒剤

ペントキサゾン粒剤

ペントキサゾン水和剤

ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤

注）記載されている製品名は本マニュアルに掲載された当時に販売実績のあった製品です。そのため、現在販売されていない製
品も含まれるとともに、掲載後に新たに販売された製品は対照表に載っていない場合があります。
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