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別表1試験成分一覧

N0. �成分名 �N0. �成分名 �N°. �成分名 

1 �之-(1-ナフテル)アセタミド �49 �イナベンフイド �97 �カルポフェノチオン 

2 �2.3.5-トIノメタカルブ �50 �イプロジオン �98 �カルポフラン 

3 �2.4-D �51 �イブロバリカルブ �99 �キザロホップエチル 

4 �2.6-ジク日日ベンズアミド �52 �イプロベンホス �100 �キシリルカルブ 

5 �3,4,5-トIノメタカルブ �53 �イマザメタベンズメチルエステル �101 �キナルホス 

6 �3-ヒドロキシカルポフラン �54 �イマサリル �102 �キノキシフェン 

7 �EPN �55 �イマゾスルフロン �103 �キノクラミン(ACN) 

8 �巨P丁C �56 �イミダクロブ)ド �104 �キャブタン 

9 �MCPA �57 �イミベンコナゾール �105 �クミルロン 

10 �MCPB �58 �イミベンコナゾール脱ベンジル体 �106 �クレソキシムメチル 

11 �MCPBエチル �59 �インダノフアン �107 �クロキントセットメキシル 

12 �TCMTB �60 �インドキサカルブMP �108 �クロジナホップ酸 

13 �XMC �61 �ウニコナゾールP �109 �クロチア二ジン 

14 �アイオキシニル �62 �エスフ工ンバレレート �110 �クロフェンテジン 

15 �アクリナトリン �63 �エスプロカルブ �111 �クロプロップ 

16 �アサコナゾール �64 �エタメツルフロンメチル �112 �クロマゾン 

17 �アザメチホス �65 �工チオフエンカルブ �113 �クロマフエノジド 

18 �アシフルオルフェン �66 �エチオン �114 �クロメプロップ 

19 �アシベンゾラルーS-メチル �67 �工チクロゼート �115 �クロランスラムメチル 

20 �アシベンゾラル酸 �68 �エディフエンホス �116 �クロリダゾン 

21 �アジムスルフロン �69 �工トキサゾール �117 �クロリムロンエチル 

22 �アジンホスエチル �70 �工トキシキン �118 �クロルスルフロン 

23 �アジンホスメチル �71 �エトキシスルフロン �119 �クロルチオホス 

24 �アセタミプリド �72 �エトフエンブロックス �120 �クロルビリホス 

25 �アセトクロール �73 �エトフメセート �121 �クロルビリホスメチル 

之6 �アセフェート �74 �工トプロホス �122 �クロルフェナピル 

27 �アゾキシストロビン �75 �工トベンザ二ド �123 �クロルフルアズロン 

28 �アトラジン �76 �エトリムホス �124 �クロルプロファム 

29 �ア二ロホス �77 �エポキシコナゾール �125 �クロルメホス 

30 �アミトラズ �78 �エンドスルフアンスルフェート �126 �クロロクスロン 

31 �アミノカルブ �79 �オキサジアゾン �127 �酸化フ工ンブタすず 

32 �アメトリン �80 �オキサジキシル �128 �シアゾフアミド 

33 �アラクロール �81 �オキサジクロメホン �129 �シアナジン 

34 �アラマイト �82 �オキサベトリ二ル �130 �シアノフ工ンホス 

35 �アリドクロール �83 �オキサミル �131 �ジウロン 

36 �アルジカルブ �84 �オキシカルポキシン �132 �ジエトフェンカルブ 

37 �アルドキシカルブ �85 �オキスポコナゾール代謝産物I(ホルミル休〉 �133 �ジオキサカルブ 

38 �アレスリン �86 �オメト工-ト �134 �シクラ二リド 

39 �イオドスルフロンメチル �87 �オリザリン �135 �シクロエート 

40 �イサゾホス �88 �カズサホス �136 �ジクロシメットー1 

41 �イソウロン �89 �カフェンストロール �137 �ジクロシメットー2 

42 �イソキサジフェンエチル �90 �カル′年)ル �138 �ジクロスラム 

43 �イソキサチオン �91 �カルフ工ントラゾンエチル �139 �シクロスルファムロン 

44 �イソキサフルトール �92 �カルプロパミド �140 �ジクロトホス 

45 �イソフエンホス �93 �カルベタミド �141 �ジクロフエンチオン 

46 �イソフェンホスオキソン �94 �カルベンダジム �142 �ジクロブトラゾール 

47 �イソプロカルブ �95 �カルポキシン �143 �ジクロフルア二ド 

48 �イソプロチオラン �96 �カルボスルフアン �144 �ジクロフルア二ド代謝産物 
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No. �成分名 �N°. �成分名 �No. �成分名 

145 �シクロプロトリン �193 �ダイアレート �241 �トリホIノン 

146 �ジクロホップメチル �194 �ダイムロン �242 �トリルフルアニド 

147 �ジクロメジン �195 �チアクロブ)ド �243 �トリルフルアニド代謝産物 

148 �ジクロルプロップ �196 �チアベンダゾール �244 �トルフエンビラド 

149 �ジクロルボス �197 �チアベンダゾール代謝産物 �245 �ナプロアニリド 

150 �ジスルホトン �198 �チアメトキサム �246 �ナプロ/くミド 

151 �ジスルホトンスルホン �199 �チオジカルブ �247 �ナレド(ジプロム) 

152 �ジダ)ムホス �200 �チオシクラム �248 �二テンピラム 

153 �ジチオピル �201 �チオフアノックス �249 �二トラリン 

154 �ジ二コナゾール �202 �チオフアノックススルホキシド �250 �ネライストキシンシュウ酸塩 

155 �シニドンエチル �203 �チオフアノックススルホン �251 �ノ/りレロン 

156 �シノスルフロン �204 �チオベンカルブ �25之 �ノルフルラゾン 

157 �シハロトリン �之05 �チフェンスルフロンメチル �253 �バクロブトラゾール 

158 �シハロホップブテル �206 �チフルザミド �254 �パミドチオン 

159 �ジフェナミド �207 �デスメディファム �255 �ハルフエンブロックス 

160 �ジフェノコナゾール �208 �テトラクロルビンホス �256 �ハロキシホップ 

161 �シフルトリン �209 �テトラメトリン �257 �ハロスルフロンメチル 

162 �シフルフェナミド �210 �テニルクロル �258 �ピコリナフ工ン 

163 �ジフルフ工ニカン �211 �テブコナゾール �259 �ビフェナゼート 

164 �ジフルベンズロン �212 �テプチウロン �260 �ビフェノックス 

165 �シプロコナゾール �213 �テブピIノミホス �261 �ピフェントリン 

166 �シプロジニル �214 �テブフエノジド �262 �ピベロニルブトキシド 

167 �シベルメトリン �215 �テブフェンビラド �263 �ピベロホス 

168 �シマジン �216 �テプラロキシジム �264 �ピメトロジン 

169 �シメコナゾール �217 �テフルベンズロン �265 �ピラクロストロビン 

170 �ジメタメトリン �218 �デメトンーSメチル �266 �ビラクロホス 

171 �ジメチリモール �219 �デルタメトリン �267 �ビラゾキシフエン 

172 �ジメチルビンホス(E体〉 �220 �テルブカルブ �268 �ビラゾスルフロンエチル 

173 �ジメチルビンホス(Z体) �221 �テルブトリン �269 �ビラゾホス 

174 �ジメテナミド �222 �テルブホス �270 �ビラゾレート 

175 �ジメト工-ト �223 �トラルコキシジム(異性体1.2) �271 �ピラフルフエンエチル 

176 �ジメトモルフ(巨,Z体) �224 �トリアジメノール(異性体-1) �272 �ピリダフェンチオン 

177 �シメトリン �225 �トリアジメノール(異性体-2) �273 �ピリダベン 

178 �ジメピペレート �226 �トリアジメホン �274 �ピリフェノックス(巨,Z体) 

179 �シラフルオフ工ン �227 �トリアスルフロン �275 �ピリフダノド 

180 �シンメチリン �228 �トリアゾホス �276 �ピリブチカルブ 

181 �スピノシンA �229 �トリアレート �277 �ピリプロキシフエン 

182 �スピノシンD �230 �トリクラミド �278 �ピリミカルブ 

183 �スピロキサミン �231 �トリシクラゾール �279 �ピリミジフエン 

184 �スピロジクロフェン �232 �トリチコナゾール �280 �ピリミノバックメチル(E体) 

185 �スルフ工ントラゾン �233 �トリブホス(DEF) �281 �ピリミノバックメチル(Z体) 

186 �スルプロホス �234 �トリフルスルフロンメチル �282 �ピリミホスメチル 

187 �スルホスルフロン �235 �トリフルミゾール �283 �ピリメタ二ル 

188 �スルホテップ �236 �トIノフルミゾール代謝産物 �284 �ピロキロン 

189 �セトキシジム �237 �トリフルムロン �285 �ピンクロゾノン 

190 �ゾキサミド �238 �トリフロキシストロビン �286 �フアモキサドン 

191 �ターパシル �239 �トリフロキシスルフロン �287 �フイプロ二ル 

192 �ダイアジノン �240 �トリベヌロンメチル �288 �フェナミホス 

一般社団法人食の安全分

20181218-01 事務長　安藤
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289 �フ工ナリモル �337 �プレテラクロール �385 �ホメサフェン 

290 �フェノキサニル �338 �プロクロラズ �386 �ホルクロルフエ二ュロン 

291 �フェノキサプロップエチル �339 �プロスルフロン �387 �ホルペット 

292 �フエノキシカルブ �340 �プロチオホス �388 �ホレート 

293 �フェノチオカルブ �341 �プロパキザホップ �389 �マラチオン 

294 �フエノトリン �342 �プロバクロール �390 �ミクロブタニル 

295 �フ工ノブカルブ �343 �プロパジン �391 �メカルバム 

296 �フエリムゾンー1 �344 �プロパニル �392 �メコプロップ 

297 �フェリムゾンー2 �345 �プロパホス �393 �メソスルフロンメチル 

298 �フェンアミドン �346 �プロパルギット �394 �メソミル 

299 �フェンスルホチホン �347 �プロピコナゾール �395 �メタクリホス 

300 �フ工ンチオン �348 �プロピザミド �396 �メタベンズチアズロン 

301 �フ工ントエート �349 �プロフェノホス �397 �メタミドホス 

302 �フェントラザミド �350 �プロベナゾール �398 �メタラキシル 

303 �フ工ンバレレート �351 �プロポキスル �399 �メテオカルブ 

304 �フ工ンピロキシメート(巨体) �352 �ブロマシル �400 �メチダチオン 

305 �フェンピロキシメート(Z体) �353 �プロムコナゾールー1 �401 �メトキシフェノジド 

306 �フエンブコナゾール �354 �プロムコナゾールー2 �402 �メトスルフロンメチル 

307 �フェンプロパトリン �355 �プロメカルブ �403 �メトミノストロビン(巨.Z体) 

308 �フェンプロピモルフ �356 �プロメトリン �404 �メトラクロール 

309 �フ工ンヘキサミド �357 �プロモキシ二ル �405 �メトリブジン 

310 �フエンメディファム �358 �プロモプチド �406 �メトルカルブ 

311 �ブタクロール �359 �フロラスラム �407 �メパ二ピリム 

312 �ブタフェナシル �360 �ヘキサコナゾール �408 �メパ二ピリム代謝産物 

313 �ブタミホス �361 �ヘキサジノン �409 �メビンホス 

314 �ブトカルポキシムスルホキシド �362 �ヘキサフルムロン �410 �メフエナセット 

315 �ブピリメート �363 �ヘキシテアゾックス �411 �メフエンピルジエチル 

316 �ブプロフェジン �364 �ベナラキシル �412 �メプロニル 

317 �フラザスルフロン �365 �ベノキサコール �413 �モノクロトホス 

318 �フラチオカルブ �366 �ペノキススラム �414 �モノリ二ュロン 

319 �フラムプロップメチル �367 �ベルメトリン �415 �モリネート 

320 �フラメトピル �368 �ペンコナゾール �416 �ラクトフェン 

321 �プリミスルフロンメチル �369 �ペンシクロン �417 �lノ二ュロン 

322 �フルアジナム �370 �ペンスルフロンメチル �418 �ルフ工ヌロン 

323 �フルアジホップ �371 �ベンゾビシクロン �419 �レスメトリン 

324 �フルキンコナゾール �372 �ベンゾフ工ナップ �420 �レナシル 

325 �フルジオキソ二ル �373 �ベンダイオカルブ � � 

326 �フルシトリネート �374 �ペンディメダノン � � 

327 �フルシラゾール �375 �ペントキサゾン � � 

328 �フルチアセットメチル �376 �ベンフラカルブ � � 

329 �フルトラ二ル �377 �ベンフレセート � � 

330 �フルトリアホール �378 �ホキシム � � 

331 �フルバリネート �379 �ホサロン � � 

332 �フルフェナセット �380 �ボスカリド � � 

333 �フルフエノクスロン �381 �ホステアゼート � � 

334 �フルフェンピルエチル �382 �ホスフアミドン � � 

335 �フルミクロラックペンチル �383 �ホスメット � � 

336 �フルリドン �384 �ホノホス � � 

20181218-01 � �一般社団法人食 　事務長 �の妻 妾 � 
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別表2　食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるのとして
厚生労働大臣が定める物質(対象外物質) (平成27年11月11日改定)
1 �亜鉛 �25 �クロレラ抽出物 �49 �バリウム 

2 �アサジラクテン �26 �ケイ素 �50 �バリン 

3 �アスコルビン酸 �27 �ケイソウ土 �51 �パントテン酸 

4 �アスタキサンチン �28 �ケイ皮アルデヒド �52 �ビオチン 

5 �アスパラギン �29 �コパラミン �53 �ヒスチジン 

6 �l-アポー8,一カロチン酸エチルエステル �30 �コリン �54 �ヒドロキシプロピルデンプン 

7 �アラ二ン �31 �シイタケ菌糸体抽出物 �55 �ピリドキシン 

8 �アリシン �32 �重曹 �56 �プロピレングリコール 

9 �アルギニン �33 �酒石酸 �57 �ポリグリセリン脂肪酸エステル 

10 �アンモニウム �34 �セリン �58 �マグネシウム 

11 �硫黄 �35 �セレン �59 �マシン油 

12 �イタコン酸 �36 �ソルビン酸 �60 �マリーゴールド色素 

13 �イノシトール �37 �タウリン �61 �ミネラルオイル 

14 �塩素 �38 �チアミン �62 �メチオニン 

15 �オレイン酸 �39 �テロシン �63 �メナジオン 

16 �カリウム �40 �鉄 �64 �葉酸 

17 �カルシウム �41 �銅 �65 �ヨウ素 

18 �カルシフェロール及び25-ヒドロキシコレカルシフェロール �42 �トウガラシ色素 �66 �リボフラビン 

19 �」-カル二テン �43 �トコフェロール �67 �レシチン 

20 �l-カロテン �44 �ナイアシン �68 �レテノール 

21 �クエン酸 �45 �ニームオイル �69 �ロイシン 

之2 �グリシン �46 �乳酸 �70 �ワックス 

23 �グリセリン酢酸脂肪酸エステル �47 �尿素 � � 

24 �グルタミン �48 �パラフィン � � 
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