
【残留農薬500項目一斉分析】

１－ナフタレン酢酸 エンドスルファン ジクロブトラゾール デルタメトリン及びトラロメトリン フェノトリン ヘキサクロロベンゼン

２－（１－ナフチル）アセタミド エンドスルファンスルフェート ジクロフルアニド テルブトリン フェノブカルブ ヘキサコナゾ－ル

２，４，５－Ｔ エンドリン ジクロベニル テルブホス フェリムゾン ヘキサジノン

２，４－Ｄ オキサジアゾン ジクロホップメチル トラルコキシジム フェンアミドン ヘキサフルムロン

４－クロルフェノキシ酢酸 オキサジアルギル ジクロメジン トリアジメノ－ル フェンクロルホス ヘキシチアゾクス

ＢＨＣ オキサジキシル ジクロラン トリアジメホン フェンスルホチオン ベナラキシル

ＤＤＴ　　　　　　　　 オキサジクロメホン ジクロルプロップ トリアスルフロン フェンチオン ベノキサコール

ＥＰＮ オキサベトリニル ジクロルボス トリアゾホス フェントエ－ト ペノキススラム

ＥＰＴＣ オキサミル ジクロルミド トリアレート フェントラザミド ヘプタクロル

ＭＣＰＡ オキシカルボキシン ジコホール トリクラミド フェンバレレ－ト ヘプテノホス

ＭＣＰＢ オキシデメトンメチル ジスルホトン トリクロピル フェンピロキシメ－ト ペフラゾエ－ト

TCMTB オキシフルオルフェン ジチオピル トリクロルホン フェンブコナゾール ペルメトリン

ＸＭＣ オキソリニック酸 シデュロン トリシクラゾール フェンプロパトリン ペンコナゾ－ル

γ－ＢＨＣ オメトエ－ト シニドンエチル トリチコナゾール フェンプロピモルフ ペンシクロン

アイオキシニル オリサストロビン シノスルフロン トリデモルフ フェンヘキサミド ベンスリド

アクリナトリン オリザリン ジノテフラン トリネキサパックエチル フェンメディファム ベンスルフロンメチル

アザコナゾ－ル カズサホス ジノテルブ トリブホス フサライド ベンゾビシクロン

アザメチホス カフェンストロ－ル シハロトリン トリフルスルフロンメチル ブタクロ－ル ベンゾフェナップ

アシフルオルフェン カルバリル シハロホップブチル トリフルミゾ－ル ブタフェナシル ベンダイオカルブ

アシベンゾラル－Ｓ－メチル カルフェントラゾンエチル ジフェナミド トリフルムロン ブタミホス ベンタゾン

アジムスルフロン カルブチレート ジフェニルアミン トリフルラリン ブチレート ベンチアバリカルブイソプロピル

アシュラム カルプロパミド ジフェノコナゾ－ル トリフロキシストロビン ブピリメ－ト ペンディメタリン

アジンホスエチル カルベタミド ジフェンゾコート トリフロキシスルフロン ブプロフェジン ペントキサゾン

アジンホスメチル カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びベノミルシフルトリン　 トリベヌロンメチル フマル酸オキシポコナゾール ベンフラカルブ

アセキノシル カルボキシン シフルフェナミド トリホリン フラザスルフロン ベンフルラリン

アセタミプリド カルボスルファン ジフルフェニカン トリルフルアニド フラチオカルブ ベンフレセート

アセトクロ－ル カルボフラン ジフルベンズロン トルクロホスメチル フラムプロップメチル ホキシム

アセフェ－ト キザロホップエチル シフルメトフェン トルフェンピラド フラメトピル ホサロン

アゾキシストロビン キシリルカルブ シプロコナゾ－ル ナプロアニリド プリミスルフロンメチル ボスカリド

アトラジン キナルホス シプロジニル ナプロパミド フリラゾ－ル ホスチアゼ－ト

アニロホス キノキシフェン シペルメトリン ニテンピラム フルアクリピリム ホスファミドン

アバメクチン キノクラミン シマジン ニトロタ－ルイソプロピル フルアジナム ホスメット

アミトラズ キノメチオナ－ト シメコナゾ－ル ノバルロン フルアジホップ ホノホス

アメトリン キャプタン ジメタメトリン ノルフルラゾン フルオメツロン ホメサフェン

アラクロ－ル キントゼン ジメチピン バーバン フルキンコナゾ－ル ホラムスルフロン

アラニカルブ クマホス ジメチリモール パクロブトラゾ－ル フルジオキソニル ホルクロルフェニュロン

アラマイト クミルロン ジメチルビンホス バミドチオン フルシトリネ－ト ホルモチオン

アリドクロール クレソキシムメチル ジメテナミド パラチオン フルシラゾ－ル ホレ－ト

アルジカルブ クレトジム ジメトエ－ト パラチオンメチル フルスルファミド マラチオン

アルドキシカルブ クロキントセットメキシル ジメトモルフ ハルフェンプロックス フルチアセットメチル ミクロブタニル

アルドリン及びディルドリン クロジナホッププロパギル シメトリン ハロキシホップ フルトラニル ミルベメクチン

アレスリン クロジナホップ酸 ジメピペレ－ト ハロスルフロンメチル フルトリアホール メカルバム

イオドスルフロンメチル クロゾリネート　 シモキサニル ビオレスメトリン フルバリネ－ト メコプロップ

イサゾホス クロチアニジン シラフルオフェン ピコリナフェン フルフェナセット メソスルフロンメチル

イソウロン クロフェンセット シロマジン ビスピリバックナトリウム塩 フルフェノクスロン メタクリホス

イソキサジフェンエチル クロフェンテジン シンメチリン ビテルタノ－ル フルフェンピルエチル メタベンズチアズロン

イソキサチオン クロプロップ スピノサド ピノキサデン フルベンジアミﾄﾞ メタミドホス

イソキサフルトール クロマゾン スピロキサミン ビフェノックス フルミオキサジン メタミトロン

イソキサベン クロマフェノジド スピロジクロフェン ビフェントリン フルミクロラックペンチル メタラキシル及びメフェノキサム

イソフェンホス クロメプロップ スピロメシフェン ピペロニルブトキシド フルメツラム メチオカルブ

イソプロカルブ クロランスラムメチル スルフェントラゾン ピペロホス フルリドン メチダチオン

イソプロチオラン クロリダゾン スルプロホス ピメトロジン フルロキシピル メトキシクロール

イナベンフィッド クロリムロンエチル スルホスルフロン ピラクロストロビン プレチラクロル メトキシフェノジド

イプコナゾ－ル クロルタールジメチル スルホテップ ピラクロニル プロクロラズ メトコナゾール

イプロジオン クロルデン セトキシジム ピラクロホス プロジアミン メトスラム

イプロバリカリブ クロルピリホス ゾキサミド ピラゾキシフェン プロシミドン メトスルフロンメチル

イプロベンホス クロルピリホスメチル ダイアジノン ピラゾスルフロンエチル プロスルフロン メトプレン

イマザキン クロルフェナピル ダイアレート ピラゾホス プロチオホス メトミノストロビン

イマザメタベンズメチルエステル クロルフェンソン ダイムロン ピラゾリネート フロニカミド メトラクロ－ル

イマザモックスアンモニウム塩 クロルフェンビンホス タ－バシル ピラフルフェンエチル プロパキザホップ メトリブジン

イマザリル クロルブファム チアクロプリド ピリダフェンチオン プロパクロール メトルカルブ

イマゾスルフロン クロルフルアズロン チアジニル ピリダベン プロパジン メパニピリム

イミダクロプリド クロルプロファム チアゾピル ピリダリル プロパニル メビンホス

イミベンコナゾ－ル クロルベンジド チアベンダゾ－ル ピリフェノックス プロパホス メフェナセット

インダノファン クロロクスロン チアメトキサム ピリフタリド プロパモカルブ メフェンピルジエチル

インドキサカルブ クロロタロニル チオジカルブ及びメソミル ピリブチカルブ プロパルギット メプロニル

ウニコナゾ－ルＰ クロロネブ チオベンカルブ ピリプロキシフェン プロピコナゾ－ル モノクロトホス

エスプロカルブ クロロベンジレ－ト チオメトン ピリミカルブ プロピザミド モノリニュロン

エタメツスルフロンメチル サリチオン チジアズロン ピリミジフェン プロヒドロジャスモン モリネ－ト

エタルフルラリン シアゾファミド チフェンスルフロンメチル ピリミノバックメチル プロファム ラクトフェン

エチオフェンカルブ シアナジン チフルザミド ピリミホスメチル プロフェノホス リニュロン

エチオン シアノフェンホス テクナゼン ピリメタニル プロヘキサジオンカルシウム塩 リムスルフロン

エチクロゼ－ト シアノホス デスメディファム ピレトリン プロペタンホス ルフェヌロン

エチプロール ジウロン テトラクロルビンホス ピロキロン プロベナゾール レスメトリン

エディフェンホス ジエトフェンカルブ テトラコナゾール ビンクロゾリン プロポキシカルバゾン レナシル

エトキサゾ－ル シエノピラフェン テトラジホン ファムフール プロポキスル

エトキシスルフロン ジオキサチオン テニルクロル ファモキサドン ブロマシル

エトフェンプロックス シクラニリド テブコナゾ－ル フィプロニル プロメカルブ

エトフメセート シクロエート テブチウロン フェナミホス プロメトリン

エトプロホス シクロキシジム テブフェノジド フェナリモル ブロモキシニル

エトベンザニド ジクロシメット テブフェンピラド フェニトロチオン ブロモブチド

エトリジアゾール(エクロメゾール) ジクロスラム テプラロキシジム フェノキサニル ブロモプロピレ－ト

エトリムホス シクロスルファムロン テフルトリン フェノキサプロップエチル ブロモホス

エポキシコナゾール ジクロトホス テフルベンズロン フェノキシカルブ ブロモホスエチル

エマメクチン安息香酸塩 ジクロフェンチオン デメトン－Ｓ－メチル フェノチオカルブ フロラスラム


