
1 種類の有効成分による殺虫剤 
農薬名の例示

(剤型省略) 
サブ

グループ

有効成分名

A-
Z 

ＡＣＣノーモルト 15 テフルベンズロン

ＤＣ 8A Ｄ－Ｄ 

Ｄ－Ｄ 8A Ｄ－Ｄ

ＥＰＮ 1B ＥＰＮ

ＮＣＳ 8F カーバム

ＴＤエース 1B イソキサチオン

あ アークリン 3A エトフェンプロックス

アースガーデンＣ 4A イミダクロプリド

アースガーデンＴ 3A エトフェンプロックス

アーデント 3A アクリナトリン

アクセル 22B メタフルミゾン

アクセルベイト 22B メタフルミゾン

アクタラ 4A チアメトキサム

アクテリック 1B ピリミホスメチル

アグリメック 6 アバメクチン

アグロスダイアジノン 1B ダイアジノン

アグロスリン 3A シペルメトリン

アストロ 1A ＢＰＭＣ

アセルプリン 28 クロラントラニリプロール

アタブロン 15 クロルフルアズロン

アディオン 3A ペルメトリン

アドバンテージ 1A カルボスルファン

アドマイヤー 4A イミダクロプリド

アトラクトン 4A ジノテフラン

アトラック 4A チアメトキサム

アニキ 6 レピメクチン

アファーム 6 エマメクチン安息香酸塩

アプロード 16 ブプロフェジン
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・農薬名 50 音順によるサブグループ判別リスト

平成 30 年 7 月の FAMIC 登録剤リストを基に作成した。更新情報はRACコー

ド検索表(http://www.jcpa.or.jp/labo/mechanism.html)で確認できる。 



  
農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  アルバリン 4A ジノテフラン 
  アントム 4A ジノテフラン 
  イールダー 4A アセタミプリド 
  イカズチ 3A シペルメトリン 
  イマージ 4A アセタミプリド 
  イモゾウベイト 1B ＭＥＰ 
  打ち込み上手 1B アセフェート 
  ウッドスター 4A ジノテフラン 
  ウッドセーバー 4A ジノテフラン 
  ウララ 29 フロニカミド 
  エイビッド 6 アバメクチン 
  エクシード 4C スルホキサフロル 
  エクシレル 28 シアントラニリプロール 
  エコヒューム 8F メチルイソチオシアネート 
  エコファイター 4A チアクロプリド 
  エコマイト 23 スピロジクロフェン 
  エコマスターＢＴ 11A ＢＴ（生菌） 
  エコワン 4A チアクロプリド 
  エスペランサ 28 シアントラニリプロール 
  エスマルク 11A ＢＴ（生菌） 
  エビセクト 14 チオシクラム 
  エピヒューム 24A リン化アルミニウム 
  エルサン 1B ＰＡＰ 
  園芸用キンチョールＥ 3A ペルメトリン 
  エンセダン 1B プロフェノホス 
  エンバー 3A ペルメトリン 
  オールスタースプレー 4A ジノテフラン 
  オマイト 12C ＢＰＰＳ 
  オリオン 1A アラニカルブ 
  オンコル 1A ベンフラカルブ 
か ガーデンアース 3A ペルメトリン 
  ガーデンアシスト 4A クロチアニジン 
  ガーデントップ 3A ピレトリン 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  ガーデンホスピタル 1A ベンフラカルブ 
  ガードベイト 3A ペルメトリン 
  ガードホープ 1B ホスチアゼート 
  ガードワン 18 テブフェノジド 
  カーラ 10A クロフェンテジン 
  ガウチョ 4A イミダクロプリド 
  カウンター 15 ノバルロン 
  カスケード 15 フルフェノクスロン 
  ガゼット 1A カルボスルファン 
  カダンＡ 3A アレスリン 
  カダンＡＰ 3A ペルメトリン 
  カダンＶ 3A ペルメトリン 
  カダンスプレーＥＸ 4A チアメトキサム 
  ガットキラー 1B ＭＥＰ 
  ガットサイドＳ 1B ＭＥＰ 
  カネマイト 20B アセキノシル 
  カリブスター 5 スピノサド 
  カルホス 1B イソキサチオン 
  カルモック 1B イソキサチオン 
  ガンバ 12A ジアフェンチウロン 
  キックバール 3A ペルメトリン 
  キルパー 8F カーバムナトリウム塩 
  クオーク 11A ＢＴ（生菌） 
  グランドオンコル 1A ベンフラカルブ 
  クリアザール 23 スピロメシフェン 
  グリーンカルホス 1B イソキサチオン 

  
くり専用ヨーカヒュー

ム 
8A ヨウ化メチル 

  クルーザー 4A チアメトキサム 
  グレモ 18 メトキシフェノジド 
  ゲットアウト 3A シペルメトリン 
  コテツ 13 クロルフェナピル 
  コルト 9B ピリフルキナゾン 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  コロマイト 6 ミルベメクチン 
さ サービスエース 5 スピノサド 
  サイアノックス 1B ＣＹＡＰ 
  サイハロン 3A シハロトリン 
  サッチューコートＳ 1B ＭＥＰ 

  
サッチューコートＳセ

ット 
1B ＭＥＰ 

  サニーフィールド 3A エトフェンプロックス 
  サブリナ 11A ＢＴ（生菌） 
  サムコル 28 クロラントラニリプロール 
  サンマイト 21A ピリダベン 
  ジェイエース 1B アセフェート 
  ジェネレート 1B アセフェート 
  シクロサール 3A シクロプロトリン 
  シクロパック 3A シクロプロトリン 
  シバマル UN ピリダリル 
  シバント 4D フルピラジフロン 
  ジメトエート 1B ジメトエート 
  ジャックポット 11A ＢＴ（生菌） 
  除虫菊 3A ピレトリン 
  ジョーカー 3A シラフルオフェン 
  ショットイン 15 テフルベンズロン 
  ショットガン 1B ダイアジノン 
  ショットワン・ツー 6 エマメクチン安息香酸塩 
  ショットワン 6 エマメクチン安息香酸塩 
  シラトップ 3A シラフルオフェン 
  スカウト 3A トラロメトリン 
  スケルカット 4A ジノテフラン 
  スケルノック 4A ジノテフラン 
  スターガード 4A ジノテフラン 
  スタークル 4A ジノテフラン 
  スターダム 4A ジノテフラン 
  スターマイト 25A シエノピラフェン 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  スティンガー 28 フルベンジアミド 
  スピネアタック 5 スピネトラム 
  スピノエース 5 スピノサド 
  スピノエースベイト 5 スピノサド 
  スプラサイド 1B ＤＭＴＰ 
  スミアルファ 3A エスフェンバレレート 
  スミチオン 1B ＭＥＰ 
  スミパイン 1B ＭＥＰ 
  スミフェート 1B アセフェート 
  ゼロカウント 5 スピノサド 
  ゼンターリ 11A ＢＴ（生菌） 
た ダーズバン 1B クロルピリホス 
  ダイアジノン 1B ダイアジノン 
  タイタロン 20C フルアクリピリム 
  ダイリーグ 4A アセタミプリド 
  ダニエモン 23 スピロジクロフェン 
  ダニカット 19 アミトラズ 
  ダニゲッター 23 スピロメシフェン 
  ダニコング 25B ピフルブミド 
  ダニサラバ 25A シフルメトフェン 
  ダニダウン 6 ミルベメクチン 
  ダニトロン 21A フェンピロキシメート 
  ダニボーイ 6 ミルベメクチン 
  ダニレンジャー 25A シフルメトフェン 
  ダニ太郎 20D ビフェナゼート 
  ダントツ 4A クロチアニジン 
  チェス 9B ピメトロジン 
  チューリサイド 11A ＢＴ（生菌） 
  チューレックス 11A ＢＴ（生菌） 
  チューンアップ 11A ＢＴ（生菌） 
  ディアナ 5 スピネトラム 
  ディプテレックス 1B ＤＥＰ 
  ティベック 24A リン化アルミニウム 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  テッパン 28 シクラニリプロール 
  テデオン 12D テトラジホン 
  デナポン 1A ＮＡＣ 
  デミリン 15 ジフルベンズロン 
  テルスター 3A ビフェントリン 
  デルフィン 11A ＢＴ（生菌） 
  テロン 8A Ｄ－Ｄ 
  トアロー 11A ＢＴ（死菌） 
  トクチオン 1B プロチオホス 
  トップチョイス 2B フィプロニル 
  トラペックサイド 8 メチルイソチオシアネート 
  トランスフォーム 4C スルホキサフロル 
  トリガード 17 シロマジン 
  トルネードエース 22A インドキサカルブ 
  トルネード 22A インドキサカルブＭＰ 
  トレボン 3A  エトフェンプロックス 
  トレボンＬ 3A  エトフェンプロックス 
  トレボンエアー 3A  エトフェンプロックス 
  トレボンサーフ 3A  エトフェンプロックス 
  トレボンスカイ 3A  エトフェンプロックス 
な ナイスイーグル 15 クロルフルアズロン 
  ナイスパートナー 4A クロチアニジン 
  ニッソラン 10A ヘキシチアゾクス 
  ニワエース 1B ホスチアゼート 
  ネキリエース 1B イソキサチオン 
  ネキリベイト 3A ペルメトリン 
  ノーカウント 5 スピノサド 
  ノーモルト 15 テフルベンズロン 
は バークサイド 1B ＭＥＰ 
  バイオマックス 11A ＢＴ（生菌） 
  バイジット 1B ＭＰＰ 
  バイスロイド 3A シフルトリン 
  バイデート 1A オキサミル 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  パイベニカＶスプレー 3A ピレトリン 
  バシレックス 11A ＢＴ（生菌） 
  バズ 28 シアントラニリプロール 
  パダン 14 カルタップ 
  ハチハチ 21A トルフェンピラド 
  バッサ 1A ＢＰＭＣ 
  パディート 28 シアントラニリプロール 
  パナヒューム 24A リン化アルミニウム 
  パノコン 1A フェノチオカルブ 
  バリアード 4A チアクロプリド 
  バロック 10B エトキサゾール 
  パンチショット 3A ビフェントリン 
  ビートルコップ 4A チアメトキサム 
  ビーラム FRAC 7 フルオピラム 
  ピラニカ 21A テブフェンピラド 
  ファームスター 4A ジノテフラン 
  ファイブスター 11A ＢＴ（生菌） 
  ファインセーブ UN フロメトキン 
  ファルコン 18 メトキシフェノジド 
  風神Ｘ 22A インドキサカルブ 
  フェニックスジェット 28 フルベンジアミド 
  フェニックス 28 フルベンジアミド 
  フェルテラ 28 クロラントラニリプロール 
  フォース 3A テフルトリン 
  フミトキシン 24A リン化アルミニウム 
  プリロッソ 28 シアントラニリプロール 
  プリンスアクティブ 2B フィプロニル 
  プリンス 2B フィプロニル 
  プリンスベイト 2B フィプロニル 
  プルート 7C ピリプロキシフェン 
  ブルースカイ 4A イミダクロプリド 
  フルスウィング 4A クロチアニジン 
  ブレイクショット 28 シアントラニリプロール 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  プレオ UN ピリダリル 
  プレバソン 28 クロラントラニリプロール 
  ブロードハンター 1B ＤＭＴＰ 
  フローバック 11A ＢＴ（生菌） 
  ペイオフ 3A フルシトリネート 
  ペガサス 28 フルベンジアミド 
  ベジタメート 3A ペルメトリン 
  ベストガード 4A ニテンピラム 
  ベニカＲ 3A フェンプロパトリン 
  ベニカ 3A ペルメトリン 

  
ベニカカミキリムシエ

アゾール 
3A フェンプロパトリン 

  
ベニカベジフルスプレ

ー 
4A クロチアニジン 

  ベニカベジフル乳剤 3A ペルメトリン 
  ベニカマツケア 4A クロチアニジン 
  ベネビア 28 シアントラニリプロール 
  ベリマーク 28 シアントラニリプロール 
  ペンタック 2A ジエノクロル 
  ホストキシン 24A リン化アルミニウム 
ま マイトクリーン 21A ピリミジフェン 
  マイトコーネ 20D ビフェナゼート 
  マイヒューム 8A ヨウ化メチル 
  マガンカウンター 15 ノバルロン 
  マザック UN ピリダリル 
  マツガード 6 ミルベメクチン 
  マツグリーン 4A アセタミプリド 
  マッチ 15 ルフェヌロン 
  マトリック 18 クロマフェノジド 
  マブリック 3A フルバリネート 
  マラソン 1B マラソン 
  ミミダス 1A ＢＰＭＣ 
  みみんず 1A ＭＩＰＣ 
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農薬名の例示 
(剤型省略)  

サブ 
グループ 

有効成分名 

  ミルベノック 6 ミルベメクチン 
  モスピラン 4A アセタミプリド 
  モベント 23 スピロテトラマト 
  モリエート 4A クロチアニジン 
や 野菜ひろばＮ 3A ペルメトリン 

 ヨウ化メチル 8A ヨウ化メチル 
ら  ラービン 1A チオジカルブ 

 ラグビー 1B カズサホス 
  ラノー 7C ピリプロキシフェン 
  ランナー 18 メトキシフェノジド 
  ランネート 1A メソミル 
  ランブリン 1A アラニカルブ 
  リードック 4A イミダクロプリド 
  リーフガード 14 チオシクラム 
  リバイブ 6 エマメクチン安息香酸塩 
  リラーク 1A チオジカルブ 
  緑風 4A ジノテフラン 
  ルーバン 14 ベンスルタップ 
  レターデン 15 ジフルベンズロン 
  レピクリーン 11A ＢＴ（生菌） 
  ロックオン 28 フルベンジアミド 
  ロディー 3A フェンプロパトリン 
  ロビンフッド 3A フェンプロパトリン 
  ロムダン 18 テブフェノジド 

 
混合剤 
  農薬名の例示 

(剤型省略) 
有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

あ アクセルキング 21A 22B トルフェンピラド・メタ

フルミゾン 
  アクタラフォース 4A 3A  チアメトキサム・テフル

トリン 
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  農薬名の例示 
(剤型省略) 

有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

  アファームエクセ

ラ 
6 15 エマメクチン安息香酸

塩・ルフェヌロン 
  アプロードエース 21A 16 フェンピロキシメート・

ブプロフェジン 
  アプロードスター

クル 
4A 16 ジノテフラン・ブプロフ

ェジン 
  アプロードパダン 14 16 カルタップ・ブプロフェ

ジン 
  アプロードバッサ 16 1A ブプロフェジン・ＢＰＭ

Ｃ 
  アプロードロムダ

ン 
18 16 テブフェノジド・ブプロ

フェジン 
  アベイル 4A 28 アセタミプリド・シアン

トラニリプロール 
  エチメトン 1B 1B エチルチオメトン・ダイ

アジノン 
  エビセクトトレボ

ン 
3A  14 エトフェンプロックス・

チオシクラム 
  エルサンバッサ 1A 1B ＢＰＭＣ・ＰＡＰ 
  オーベスト 28 1A クロラントラニリプロー

ル・ベンフラカルブ 
  オルチオン 1B 1B アセフェート・ＭＥＰ 
  オルトランＤＸ粒

剤 
1B 4A アセフェート・クロチア

ニジン 
  オンコルスターク

ル 
4A 1A ジノテフラン・ベンフラ

カルブ 
  オンダイアエース 1B 1A ダイアジノン・ベンフラ

カルブ 
か ガードナー 4A 5 イミダクロプリド・スピ

ノサド 
  カイガラムシエア

ゾール 
4A 3A  クロチアニジン・フェン

プロパトリン 
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  農薬名の例示 
(剤型省略) 

有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

  カダンＫ 3A  - アレスリン・マシン油 
  キックオフ 28 4A クロラントラニリプロー

ル・ジノテフラン 
  ギャング 1A 2B カルボスルファン・フィ

プロニル 
  キラップＪ水和剤 2B 3A  エチプロール・シラフル

オフェン 
  キラップジョーカ

ー 
2B 3A  エチプロール・シラフル

オフェン 
  キラップバリアー

ド 
2B 4A エチプロール・チアクロ

プリド 
  クリアオール 3A  23 アクリナトリン・スピロ

メシフェン 
  グリーンベイト 8 1A メタアルデヒド・ＮＡＣ 
さ シーマージェット 21A 1A テブフェンピラド・ＢＰ

ＭＣ 
  シバラック 1A 1B ＢＰＭＣ・ＭＥＰ 
  ジュリボ 28 4A クロラントラニリプロー

ル・チアメトキサム 
  スタークルトレボ

ン 
3A  4A エトフェンプロックス・

ジノテフラン 
  スターマイト 25A 21A シエノピラフェン・ピリ

ダベン 
  スミソン 1B 1B マラソン・ＭＥＰ 
  スミチオントレボ

ン 
3A  1B エトフェンプロックス・

ＭＥＰ 
  スミバッサ 1A 1B ＢＰＭＣ・ＭＥＰ 
  スミロディー 3A  1B フェンプロパトリン・Ｍ

ＥＰ 
  セルオー 4A 28 イミダクロプリド・フル

ベンジアミド 
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  農薬名の例示 
(剤型省略) 

有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

  ソウヘキ 28 29 シクラニリプロール・フ

ロニカミド 
た タイクーン 19 16 アミトラズ・ブプロフェ

ジン 
  ダニトップ 10B 21A エトキサゾール・ピリミ

ジフェン 
  ダニハチ 25A 21A シフルメトフェン・トル

フェンピラド 
  ダニメツ 10B - エトキサゾール・オレイ

ン酸ナトリウム 
  タフスティンガー 4A 28 イミダクロプリド・フル

ベンジアミド 
  タフバリアＤＸフ

ロアブル 
4A 28 イミダクロプリド・フル

ベンジアミド 
  ダブルシューター - 5 脂肪酸グリセリド・スピ

ノサド 
  ダブルフェース 25B 21A ピフルブミド・フェンピ

ロキシメート 
  ダントツパダン 14 4A カルタップ・クロチアニ

ジン 
  茶ちゃっと 10B 21A エトキサゾール・ピリミ

ジフェン 
  ツインアタック 28 4A シアントラニリプロー

ル・チアメトキサム 
  デニムフィット 6 15 エマメクチン安息香酸

塩・ルフェヌロン 
  トラサイドＡ 1B 1B マラソン・ＭＥＰ 
  トレボンスター 3A  4A エトフェンプロックス・

ジノテフラン 
は パーマチオン 3A  1B フェンバレレート・ＭＥ

Ｐ 
  ハクサップ 3A  1B フェンバレレート・マラ

ソン 
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  農薬名の例示 
(剤型省略) 

有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

  パダントレボン 3A  14 エトフェンプロックス・

カルタップ 
  パダンバッサ 14 1A カルタップ・ＢＰＭＣ 
  パダンベスト 14 4A カルタップ・ニテンピラ

ム 
  ビリーブ 3A  15 シハロトリン・ジフルベ

ンズロン 
  ビルク 10B 3A  エトキサゾール・フェン

プロパトリン 
  ファルコンエース 5 18 スピノサド・メトキシフ

ェノジド 
  フェルテラスター

クル 
28 4A クロラントラニリプロー

ル・ジノテフラン 
  フェルテラチェス 28 9B クロラントラニリプロー

ル・ピメトロジン 
  プリンススピノ 5 2B スピノサド・フィプロニ

ル 
  ベジホン 1B 3A  ジメトエート・フェンバ

レレート 
  ベジリード 4A 5 クロチアニジン・スピネ

トラム 
  ベニカＪ 4A 3A  クロチアニジン・フェン

プロパトリン 
  ベニカケムシエア

ゾール 
4A 3A  クロチアニジン・フェン

プロパトリン 
  ボクシー 4A 5 クロチアニジン・スピネ

トラム（イソチアニル） 
  ボリアムガンダム 6 28 エマメクチン安息香酸

塩・クロラントラニリプ

ロール 
ま マトリックジョー

カー 
18 3A  クロマフェノジド・シラ

フルオフェン 
  マラバッサ 1B 1A マラソン・ＢＰＭＣ 
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  農薬名の例示 
(剤型省略) 

有効成分 1
のサブ 
グループ 

有効成分 2
のサブ 
グループ 

有効成分名（1・2） 

  ミネクトスター 28 9B シアントラニリプロー

ル・ピメトロジン 
  ミネクトデュオ 28 4A シアントラニリプロー

ル・チアメトキサム 
  メインスプリング

フローラ 
28 9B シアントラニリプロー

ル・ピメトロジン 
  メビウス 6 10B アバメクチン・エトキサ

ゾール 
ら ラビキラー 1B 1B ＭＥＰ・ＰＡＰ 
  ランダイヤ 1B 1A ダイアジノン・メソミル 
  リーズン 4A 15 チアメトキサム・ルフェ

ヌロン 
わ ワークワイド 4A 5 イミダクロプリド・スピ

ノサド 
  ワンリード 4A 5 クロチアニジン・スピネ

トラム 
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