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（参考）有機農産物の日本農林規格 第４条の別表２ 

    最終改正：平成29年３月27日農林水産省告示第443号 

 

 

 

農　　　　　薬 基　　　　　準

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニル

ブトキサイドを含まないものに限ること。

なたね油乳剤

調合油乳剤

マシン油エアゾル

マシン油乳剤

デンプン水和剤

脂肪酸グリセリド乳剤

メタアルデヒド粒剤 捕虫器に使用する場合に限ること。

硫黄くん煙剤
硫黄粉剤

硫黄・銅水和剤

水和硫黄剤

石灰硫黄合剤

シイタケ菌糸体抽出物液剤

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤

銅水和剤

銅粉剤

硫酸銅 ボルドー剤調整用に使用する場合に限ること。

生石灰 ボルドー剤調整用に使用する場合に限ること。

天敵等生物農薬

天敵等生物農薬・銅水和剤

性フェロモン剤 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成

分とするものに限ること。

クロレラ抽出物液剤

混合生薬抽出物液剤

ワックス水和剤

展着剤 カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸剤 保管施設で使用する場合に限ること。

ケイソウ土粉剤 保管施設で使用する場合に限ること。

食酢

燐酸第二鉄粒剤

炭酸水素カリウム水溶剤

炭酸カルシウム水和剤 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。

ミルベメクチン乳剤

ミルベメクチン水和剤

スピノサド水和剤

スピノサド粒剤

還元澱粉糖化物液剤

次亜塩素酸水
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青森県特別栽培農産物において農薬成分をカウントしない農薬 （令和３年1月27日現在）

農薬の種類（50音順） 農薬通称 主な成分
BT水和剤 エコマスターBT BT

BT水和剤 エスマルクDF BT
BT水和剤 クオークフロアブル BT
BT水和剤 サブリナフロアブル BT

BT水和剤 ジャックポット顆粒水和剤 BT
BT水和剤 ゼンターリ顆粒水和剤 BT
BT水和剤 チューリサイド水和剤 BT

BT水和剤 チューレックス顆粒水和剤 BT
BT水和剤 チューンアップ顆粒水和剤 BT
BT水和剤 デルフィン顆粒水和剤 BT

BT水和剤 トアローフロアブルCT BT
BT水和剤 トアロー水和剤CT BT

BT水和剤 バイオマックスDF BT
BT水和剤 バシレックス水和剤 BT
BT水和剤 ファイブスター顆粒水和剤 BT

BT水和剤 フローバックDF BT
BT水和剤 レピクリーンＤＦ BT
アグロバクテリウム ラジオバクター剤 バクテローズ アグロバクテリウム ラジオバクター

アリガタシマアザミウマ剤 アリガタ アリガタシマアザミウマ
アリマルア・オリフルア・テトラデセニルアセテート・ピー
チフルア剤

コンフューザーAA アリマルア

アルミゲルア・ウワバルア・ダイアモルア・
ビートアーミルア・リトルア剤

コンフューザーV アルミゲルア

アルミゲルア・ダイアモルア剤 コナガコン-プラス アルミゲルア

イサエアヒメコバチ・ハモグリコマユバチ剤 マイネックス イサエアヒメコバチ
イサエアヒメコバチ剤 イサパラリ イサエアヒメコバチ

イサエアヒメコバチ剤 ヒメトップ イサエアヒメコバチ
オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤 アグリマイシン100 オキシテトラサイクリン
オキシテトラサイクリン水和剤 マイコシールド オキシテトラサイクリン

オキメラノルア剤 オキメラコン オキメラノルア
オキメラノルア剤 オキメラノコール オキメラノルア

オリフルア・トートリルア・ピーチフルア・ピリマルア剤 コンフューザーMM オリフルア

オリフルア・トートリルア・ピーチフルア剤 コンフューザーN オリフルア

オリフルア・トートリルア・ピーチフルア剤 コンフューザーR オリフルア
オリフルア剤 ナシヒメコン オリフルア
オリフルア剤 ラブストップヒメシン オリフルア

オンシツツヤコバチ剤 エンストリップ オンシツツヤコバチ
オンシツツヤコバチ剤 ツヤコバチEF30 オンシツツヤコバチ

オンシツツヤコバチ剤 ツヤトップ オンシツツヤコバチ
オンシツツヤコバチ剤 ツヤトップ25 オンシツツヤコバチ
オンシツツヤコバチ剤 ツヤパラリ オンシツツヤコバチ

カスガマイシン液剤 カスミン液剤 カスガマイシン
カスガマイシン水溶剤 カスミンＡ水和剤 カスガマイシン
カスガマイシン粉剤 カスミン粉剤 カスガマイシン

カスガマイシン粒剤 カスミン粒剤 カスガマイシン
カスガマイシン・銅水和剤 カッパーシン水和剤 カスガマイシン
カスガマイシン・銅水和剤 カスミンボルドー カスガマイシン

ククメリスカブリダニ剤 ククメリス ククメリスカブリダニ
ククメリスカブリダニ剤 メリトップ ククメリスカブリダニ
コニオチリウム ミニタンス水和剤 ミニタンWG コニオチリウム ミニタンス

コレマンアブラバチ剤 アフィパール コレマンアブラバチ
コレマンアブラバチ剤 コレトップ コレマンアブラバチ

コレマンアブラバチ剤 コレパラリ コレマンアブラバチ
サキメラノルア剤 サキメラノコール サキメラノルア
サバクツヤコバチ剤 エルカード サバクツヤコバチ

サバクツヤコバチ剤 サバクトップ サバクツヤコバチ
シイタケ菌糸体抽出物液剤 レンテミン液剤 シイタケ菌糸体抽出物
シイタケ菌糸体抽出物水溶剤 レンテミン シイタケ菌糸体抽出物

シイタケ菌糸体抽出物液剤 家庭園芸用レンテミン液剤 シイタケ菌糸体抽出物
シュードモナス フルオレッセンス水和剤 ベジキーパー水和剤 シュードモナス フルオレッセンス
スタイナーネマ カーポカプサエ剤 バイオセーフ スタイナーネマ カーポカプサエ

スタイナーネマ グラセライ剤 バイオトピア スタイナーネマ グラセライ
ストレプトマイシン液剤 アグレプト液剤 ストレプトマイシン硫酸塩
ストレプトマイシン液剤 ヒトマイシン液剤S ストレプトマイシン硫酸塩

ストレプトマイシン液剤 ストマイ液剤 ストレプトマイシン硫酸塩
ストレプトマイシン水和剤 アグレプト水和剤 ストレプトマイシン硫酸塩

ストレプトマイシン水和剤 マイシン水和剤 ストレプトマイシン硫酸塩
スピノサド水和剤 スピノエースフロアブル スピノサド
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スピノサド水和剤 スピノエースベイト スピノサド

スピノサド水和剤 スピノエース顆粒水和剤 スピノサド
スピノサド水和剤 サービスエース顆粒水和剤 スピノサド

スピノサド水和剤 ノーカウント顆粒水和剤 スピノサド
スワルスキーカブリダニ剤 スワルスキー スワルスキーカブリダニ
スワルスキーカブリダニ剤 スワルスキープラス スワルスキーカブリダニ

スワルスキーカブリダニ剤 システムスワルくん スワルスキーカブリダニ
スワルスキーカブリダニ剤 スマワイト スワルスキーカブリダニ

ダイアモルア剤 コナガコン ダイアモルア
タイリクヒメハナカメムシ剤 オリスターA タイリクヒメハナカメムシ
タイリクヒメハナカメムシ剤 タイリク タイリクヒメハナカメムシ

タイリクヒメハナカメムシ剤 トスパック タイリクヒメハナカメムシ
タイリクヒメハナカメムシ剤 リクトップ タイリクヒメハナカメムシ

タラロマイセス フラバス水和剤 タフパール タラロマイセス フラバス
タラロマイセス フラバス水和剤 タフブロック タラロマイセス フラバス
タラロマイセス フラバス水和剤 タフブロックSP タラロマイセス フラバス

タラロマイセス フラバス水和剤 タフエイド タラロマイセス フラバス
炭酸カルシウム水和剤 アプロン 炭酸カルシウム

炭酸カルシウム水和剤 クレフノン 炭酸カルシウム
炭酸カルシウム水和剤 クレント 炭酸カルシウム
炭酸カルシウム水和剤 ホワイトコート 炭酸カルシウム

シナンセルア剤 スカシバコンＬ シナンセルア
チチュウカイツヤコバチ剤 ベミパール チチュウカイツヤコバチ

チャハマキ顆粒病ウイルス・リンゴコカクモンハマキ顆
粒病ウイルス水和剤

ハマキ天敵 チャハマキ顆粒病ウイルス

チリカブリダニ剤 スパイデックス チリカブリダニ
チリカブリダニ剤 チリカ・ワーカー チリカブリダニ
チリカブリダニ剤 チリガブリ チリカブリダニ

チリカブリダニ剤 チリトップ チリカブリダニ
デンプン水和剤 粘着くん水和剤 デンプン

トートリルア剤 ハマキコン-N トートリルア
トリコデルマ アトロビリデ水和剤 エコホープ トリコデルマ アトロビリデ
トリコデルマ アトロビリデ水和剤 エコホープDJ トリコデルマ アトロビリデ

トリコデルマ アトロビリデ水和剤 エコホープドライ トリコデルマ アトロビリデ
なたね油乳剤 ハッパ乳剤 なたね油

ナミテントウ剤 ナミトップ ナミテントウ
ナミテントウ剤 ナミトップ20 ナミテントウ
ナミテントウ剤 テントップ ナミテントウ２齢幼虫

バーティシリウム レカニ水和剤 マイコタール バーティシリウム レカニ
パスツーリア ペネトランス水和剤 パストリア水和剤 パスツーリア ペネトランス

ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス水和剤 ハスモン天敵 ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス
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 シンプレクス
バチルス ズブチリス水和剤 アグロケア水和剤 バチルス ズブチリス

バチルス ズブチリス水和剤 インプレッション水和剤 バチルス ズブチリス
バチルス ズブチリス水和剤 エコショット バチルス ズブチリス

バチルス ズブチリス水和剤 セレナーデ水和剤 バチルス ズブチリス
バチルス ズブチリス水和剤 バイオワーク水和剤 バチルス ズブチリス

バチルス ズブチリス水和剤 バチスター水和剤 バチルス ズブチリス
バチルス ズブチリス水和剤 ボトキラー水和剤 バチルス ズブチリス
バチルス ズブチリス水和剤 ボトピカ水和剤 バチルス ズブチリス

ハモグリミドリヒメコバチ剤 ミドリヒメ ハモグリミドリヒメコバチ
バリオボラックス パラドクス水和剤 フィールドキーパー水和剤 バリオボラックス パラドクス

バリダマイシン液剤 バリダシンエアー バリダマイシン
バリダマイシン液剤 バリダシン液剤 バリダマイシン
バリダマイシン液剤 バリダシン液剤5 バリダマイシン

バリダマイシン粉剤 バリダシン粉剤DL バリダマイシン
ピーチフルア剤 シンクイコン-L ピーチフルア

ビートアーミルア剤 ヨトウコン-S ビートアーミルア
フォールウェブルア剤 ニトルアー<アメシロ> フォールウェブルア
ペキロマイセス テヌイペス乳剤 ゴッツA ペキロマイセス テヌイペス

ペキロマイセス フモソロセウス水和剤 プリファード水和剤 ペキロマイセス フモソロセウス
ボーベリア バシアーナ剤 バイオリサ・マダラ ボーベリア バシアーナ

ボーベリア バシアーナ剤 ボーベリアン ボーベリア バシアーナ
ボーベリア バシアーナ乳剤 ボタニガードES ボーベリア バシアーナ
ボーベリア ブロンニアティ剤 バイオリサ・カミキリ ボーベリア ブロンニアティ

ポリオキシン水溶剤 ポリオキシンAL水溶剤 ポリオキシン
ポリオキシン水和剤 ポリオキシンAL水和剤 ポリオキシン

ポリオキシン乳剤 ポリオキシンAL乳剤 ポリオキシン
マシン油エアゾル ボルン マシン油
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マシン油乳剤 95マシン マシン油

マシン油乳剤 アタックオイル マシン油
マシン油乳剤 エアータック乳剤 マシン油

マシン油乳剤 スピンドロン乳剤 マシン油
マシン油乳剤 スプレーオイル マシン油
マシン油乳剤 トモノール マシン油

マシン油乳剤 トモノールS マシン油
マシン油乳剤 ハーベストオイル マシン油

マシン油乳剤 マシン油乳剤95 マシン油
マシン油乳剤 ラビサンスプレー マシン油
マシン油乳剤 機械油乳剤95 マシン油

マシン油乳剤 高度マシン95 マシン油
マシン油乳剤 特製スケルシン95 マシン油

ミヤコカブリダニ剤 スパイカルEX ミヤコカブリダニ
ミヤコカブリダニ剤 ミヤコトップ ミヤコカブリダニ

ミヤコカブリダニ剤 スパイカルプラス ミヤコカブリダニ
ミヤコカブリダニ剤 ミヤコスター ミヤコカブリダニ
ミヤコカブリダニ剤 システムミヤコくん ミヤコカブリダニ

ミルベメクチン水和剤 コロマイト水和剤 ミルベメクチン
ミルベメクチン水和剤 ダニダウン水和剤 ミルベメクチン

ミルベメクチン乳剤 コロマイト乳剤 ミルベメクチン
ミルベメクチン乳剤 マツガード ミルベメクチン
ミルベメクチン乳剤 ミルベノック乳剤 ミルベメクチン

ミルベメクチン乳剤 マツガードクイック ミルベメクチン
メタアルデヒド水和剤 マイキラー メタアルデヒド

メタアルデヒド水和剤 マイキラーL メタアルデヒド
メタアルデヒド水和剤 ナメトックス液 メタアルデヒド

メタアルデヒド粒剤 スクミノン メタアルデヒド
メタアルデヒド粒剤 スクミノン5 メタアルデヒド
メタアルデヒド粒剤 スネック粒剤 メタアルデヒド

メタアルデヒド粒剤 ナメキール メタアルデヒド
メタアルデヒド粒剤 ナメキット メタアルデヒド

メタアルデヒド粒剤 ナメクリーン メタアルデヒド
メタアルデヒド粒剤 ナメトックス メタアルデヒド
メタアルデヒド粒剤 マイマイペレット メタアルデヒド

ヤマトクサカゲロウ剤 カゲタロウ ヤマトクサカゲロウ
リトルア剤 フェロディンSL リトルア

リトルア剤 ヨトウコン-H リトルア

硫黄・銅水和剤 園芸ボルドー 硫黄
硫黄・銅水和剤 イデグリーン水和剤 硫黄

硫黄くん煙剤 硫黄粒剤 硫黄
硫黄粉剤 硫黄粉剤50 硫黄

硫黄粉剤 硫黄粉剤80 硫黄
還元澱粉糖化物液剤 エコピタ液剤 還元澱粉糖化物
還元澱粉糖化物液剤 あめんこ 還元澱粉糖化物

還元澱粉糖化物液剤 ベニカマイルドスプレー 還元澱粉糖化物
還元澱粉糖化物液剤 ベニカマイルド液剤 還元澱粉糖化物

還元澱粉糖化物液剤 キモンブロック液剤 還元澱粉糖化物
混合生薬抽出物液剤 アルムグリーン 混合生薬抽出物

脂肪酸グリセリド乳剤 アーリーセーフ 脂肪酸グリセリド
脂肪酸グリセリド乳剤 アーリーセーフスプレー 脂肪酸グリセリド
脂肪酸グリセリド乳剤 ガーデンアシストパームスプレー 脂肪酸グリセリド

脂肪酸グリセリド乳剤 サンクリスタル乳剤 脂肪酸グリセリド
水和硫黄剤 イオウフロアブル 硫黄

水和硫黄剤 カジランＳフロアブル 硫黄
水和硫黄剤 クムラス 硫黄
水和硫黄剤 コロナフロアブル 硫黄

水和硫黄剤 サルファーゾル 硫黄
生石灰 ボルドー液用生石灰 生石灰

生石灰 ボルドー液用粉末生石灰 生石灰
生石灰 農薬用(ボルドー液用)粉末生石灰 生石灰

生石灰 農薬用生石灰 生石灰
石灰硫黄合剤 石灰硫黄合剤 石灰硫黄合剤
炭酸水素カリウム水溶剤 カリグリーン 炭酸水素カリウム

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 ジーファイン水和剤 炭酸水素ナトリウム
炭酸水素ナトリウム水溶剤 ハーモメイト水溶剤 炭酸水素ナトリウム

調合油乳剤 サフオイル乳剤 調合油
銅水和剤 KBW(ケービーダブル) 銅
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銅水和剤 Zボルドー 銅

銅水和剤 クプラビットホルテ 銅
銅水和剤 グリーンドクターⅡ 銅
銅水和剤 コサイド3000 銅

銅水和剤 コサイドDF 銅
銅水和剤 コサイドボルドー 銅

銅水和剤 サンボルドー 銅
銅水和剤 ドイツボルドーA 銅
銅水和剤 ドイツボルドーDF 銅

銅水和剤 ビティグラン水和剤 銅
銅水和剤 フジドーフロアブル 銅

銅水和剤 ベニドーDF 銅
銅水和剤 ベニドー水和剤 銅
銅水和剤 ポテガードDF 銅

銅水和剤 ボルドー 銅
銅水和剤 ICボルドー412 銅
銅水和剤 ICボルドー48Q 銅

銅水和剤 ICボルドー66D 銅
銅水和剤 野菜類種子消毒用ドイツボルドーA 銅

銅水和剤 クプロザードフロアブル 銅
銅水和剤 クプロシールド 銅
銅水和剤 キュプロフィックス40 銅

銅水和剤 ムッシュボルドー 銅
銅粉剤 Zボルドー粉剤DL 銅

銅粉剤 撒粉ボルドー粉剤DL 銅
二酸化炭素くん蒸剤 NT炭酸ガス 二酸化炭素
二酸化炭素くん蒸剤 エキカ炭酸ガス 二酸化炭素

二酸化炭素くん蒸剤 くん蒸用炭酸ガス 二酸化炭素
二酸化炭素くん蒸剤 炭酸ガス 二酸化炭素
非病原性エルビニア カロトボーラ水和剤 エコメイト 非病原性エルビニア カロトボーラ

非病原性エルビニア カロトボーラ水和剤 バイオキーパー水和剤 非病原性エルビニア カロトボーラ
除虫菊乳剤 ガーデントップ ピレトリン

除虫菊乳剤 除虫菊乳剤3 ピレトリン
硫酸銅 蛇の目粉状丹礬 硫酸銅
硫酸銅 硫酸銅 硫酸銅

硫酸銅 硫酸銅(粉) 硫酸銅
硫酸銅 硫酸銅(粉状) 硫酸銅
燐酸第二鉄粒剤 スラゴ 燐酸第二鉄

燐酸第二鉄粒剤 ナメクジキラーFエース 燐酸第二鉄
燐酸第二鉄粒剤 ナメクジ退治 燐酸第二鉄

燐酸第二鉄粒剤 ナメトール 燐酸第二鉄
燐酸第二鉄粒剤 フェラモール 燐酸第二鉄
燐酸第二鉄粒剤 スクミンベイト3 燐酸第二鉄

燐酸第二鉄粒剤 スラゴＸ 燐酸第二鉄
燐酸第二鉄粒剤 スクミンブルー 燐酸第二鉄


