
【残留農薬307項目一斉分析】

ＥＰＮ カルバリル（ＮＡＣ） ジメピペレ－ト ピリダフェンチオン プロメトリン

カルフェントラゾンエチル シモキサニル ピリダベン ブロモブチド

カルプロパミド シラフルオフェン ピリフェノックス ブロモプロピレ－ト

カルベンダジム（ベノミル） シロマジン ピリブチカルブ ブロモホス

カルボスルファン シンメチリン ピリミカルブ ヘキサコナゾ－ル

カルボフラン スピノサド ピリミジフェン ヘキシチアゾクス

キザロホップエチル スルプロホス ピリミノパックメチル ベナラキシル

キシリルカルブ スルホテップ ピリミホスメチル ベノキサコール

キナルホス タ－バシル ピリメタニル ペフラゾエ－ト

ＸＭＣ　　　　　　　　　　　 キノキシフェン ダイアジノン プロペナゾール ペルメトリン

アクリナトリン　　　　　　　　　 キノクラミン ダイムロン ピロキロン ペンコナゾ－ル

アザコナゾ－ル　　　　　　　 キノメチオネ－ト チアクロプリド ピンクロゾリン ペンシクロン

アジンホスメチル　　　　　　 キントゼン チアジニル ファモキサドン ベンスリド（ＳＡＰ）

アセキノシル　　　　　　　　　 クミルロン チアゾピル フィプロニル ベンゾフェナップ

アセタミプリド　　　　　　　　 クレソキシムメチル チアベンダゾ－ル フェナミホス ベンダイオカルブ

アセトクロ－ル　　　　　　　　　 クロキントセットメチル チアメトキサム フェナリモル ベンタゾン

アセフェ－ト　　　　　　　　　 クロジナホッププロパギル チオジカルブ フェニトロチオン（ＭＥＰ） ペンディメタリン

アゾキシストロビン　　　　　　 クロチアニジン チオファネ－トメチル フェノキサニル ベンフラカルブ

アトラジン クロフェンテジン チオベンカルブ フェノキサプロップエチル ベンフルラリン（ベスロジン）

アニロホス クロマゾン チオメトン フェノキシカルブ ホサロン

アメトリン クロメプロップ チフルザミド フェノチオカルブ ホスチアゼ－ト

アラクロ－ル クロルタールジメチル ディルドリン フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） ホスファミドン

アリドクロール クロルデン テクナゼン フェリムゾン ホノホス

アルジカルブ クロルピリホス テトラクロルビンホス（ＣＶＭＰ） フェンクロルホス ホレ－ト

アルドリン クロルピリホスメチル テトラコナゾール フェンスルホチオン マラチオン

アレスリン クロルフェナピル テトラジホン フェンチオン（ＭＰＰ） ミクロブタニル

イサゾホス クロルフェンビンホス（Ｚ） テニルクロル フェントエ－ト（ＰＡＰ） ミルベメクチン－Ａ３　％Ａ４

イソウロン クロルフルアズロン テブコナゾ－ル フェントラザミド メソミル　＆　メソミルオキシム

イソキサチオン クロルベンジレ－ト テブフェノジド フェンバレレ－ト メタクリホス

イソキサベン クロロタロニル（ＴＰＮ） テブフェンピラド フェンピロキシメ－ト メタミドホス

イソフェンホス クロロプロファム テフルトリン フェンプロパトリン メタミノストロビン

イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） サリチオン テフルベンズロン ブタクロ－ル メタラキシル

イソプロチオラン シアゾファミド デルタメトリン ブタフェナシル メチオカルブ

イナベンフィッド シアナジン テルブトリン ブタミホス メチダチオン（ＤＭＴＰ）

イプコナゾ－ル シアノフェンホス テルブホス フタライド（フサライド） メトラクロ－ル

イプロジオン シアノホス（ＣＹＡＰ） トラロメトリン ブピリメ－ト メトリブジン（母化合物）

イプロバリカリブ ジウロン トリアジメノ－ル ブプロフェジン メトルカルブ

イプロベンホス（ＩＢＰ） ジエトフェンカルブ トリアジメホン フラチオカルブ メパニピリム　＆　メパニピリム代謝物

イマザリル ジクロフェンチオン（ＥＣＰ） トリアゾホス フラムプロップメチル メビンホス

イミダクロプリド ジクロプトラゾール トリアレート フリラゾ－ル メフェナセット

イミベンコナゾ－ル ジクロホップメチル トリクロルホン フルアクリピリム メプロニル

インダノファン ジクロラン トリシクラゾール フルキンコナゾ－ル モノクロトホス

インドキサカルブ ジクロルボス（ＤＤＶＰ）及びナレド トリブホス フルジオキソニル モリネ－ト

ウニコナゾ－ルＰ ジコホル（ケルセン） トリフリラリン フルシトリネ－ト ラクトフェン

エスプロカルブ ジスルホトン（エチルチオメトン） トリフルミゾ－ル フルシラゾ－ル ルフェヌロン

エタルフルラリン ジチオピル トリフロキシストロビン フルスルファミド

エチオフェンカルブ ジノテフラン トルクロホスメチル フルトラニル

エチオン シデュロン トルフェンピラド フルバリネ－ト

エチクロゼ－ト（母） シハロトリン ナプロパミド フルフェノクスロン

エディフェンホス（ＥＤＤＰ） シハロホップブチル ニテンピラム フルミオキサジン

エトキサゾ－ル ジフェナミド ニトロタ－ルイソプロピル フルミクロラックペンチル

エトフェンプロックス ジフェニルアミン パクロブトラゾ－ル プレチラクロル

エトプロホス ジフェノコナゾ－ル バミドチオン プロクロラズ

エトベンザニド シフルトリン　 パラチオン プロジアミン

エトリムホス シフルフェナミド パラチオンメチル プロシミドン

エマメキチン安息香酸塩（母） ジフルベンズロン ハルフェンプロックス プロチオホス

エンドスルファン／（αベンゾエピン）シプロコナゾ－ル ピコリナフェン プロパクロール

エンドスルファンスルフェート シプロジニル ビテルタノ－ル プロパニル（ＤＣＰＡ）

エンドリン シペルメトリン ビフェノックス プロパホス

オキサジアゾン シマジン ビフェントリン プロパモカルブ

オキサジキシル シメコナゾ－ル ピペロニルブトキシド プロピコナゾ－ル

オキサジクロメホン ジメタメトリン ピペロホス プロピザミド

オキサミル ジメチルビンホス（Ｚ） ピメトロジン プロファム

オキシフルオルフェン ジメテナミド ピラクロホス プロフェノホス

オメトエ－ト ジメトエ－ト ピラゾキシフェン ピロプロキシフェン

カズサホス ジメトモルフ ピラゾホス プロポキスル

カフェンストロ－ル シメトリン ピラフルフェンエチル プロメカルブ

α－ＢＨＣ
β－ＢＨＣ
γ－ＢＨＣ
δ－ＢＨＣ

ｏ，ｐ＇－ＤＤＴ
ｐ，ｐ＇－ＤＤＤ
ｐ，ｐ＇－ＤＤＥ
ｐ，ｐ＇－ＤＤＴ


