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No. 成分名 乳に係る
基準の分類

乳に係る
基準値

暫定基準
参考基準国

主な用途
農薬 動薬 飼添

1 スルファジミジン 残留基準 0.025 － ○ 合成抗菌剤
2 クロチアニジン 残留基準 0.01 － ○ 殺虫剤
3 シロマジン 残留基準 0.01 － ○ ○ 殺虫剤
4 フロニカミド 残留基準 0.02 － ○ 殺虫剤
5 ビフェナゼート 残留基準 0.02 － ○ ダニ駆除剤
6 イソメタミジウム 残留基準 0.10 － ○ 寄生虫駆除剤

7 5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾ
ール-2-アミン 残留基準 0.10 － ○ 寄生虫駆除剤

8 エプリノメクチン 残留基準 0.02 － ○ 寄生虫駆除剤

9 オクスフェンダゾール/フェバンテル/フェ
ンベンダゾール 残留基準 0.1 － ○ 寄生虫駆除剤

10 オキシテトラサイクリン、クロルテトラサ
イクリン及びテトラサイクリン 残留基準 0.1 － ○ 抗生物質

11 ゲンタマイシン 残留基準 0.2 － ○ 抗生物質

12 ジヒドロストレプトマイシン及びストレプ
トマイシン 残留基準 0.2 － ○ ○ 抗生物質

13 スピラマイシン 残留基準 0.2 － ○ 抗生物質
14 スペクチノマイシン 残留基準 0.2 － ○ 抗生物質
15 セフチオフル 残留基準 0.1 － ○ 抗生物質
16 チルミコシン 残留基準 0.05 － ○ 抗生物質
17 ネオマイシン 残留基準 0.5 － ○ 抗生物質
18 ピルリマイシン 残留基準 0.3 － ○ 抗生物質
19 ベンジルペニシリン 残留基準 0.004 － ○ 抗生物質
20 フェンアミドン 残留基準 0.02 － ○ 殺菌剤
21 ボスカリド 残留基準 0.10 － ○ 殺菌剤
22 チアベンダゾール 残留基準 0.10 － ○ ○ 殺菌剤・寄生虫駆除剤
23 クラブラン酸 暫定 0.1 海外 ○ βラクタマーゼ阻害薬

24 N-（2-エチルヘキシル）-8,9,10-トリノル
ボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド 暫定 0.3 海外 ○ 共力剤

25 エンロフロキサシン 暫定 0.05 薬事 ○ 合成抗菌剤
26 オルビフロキサシン 暫定 0.02 薬事 ○ 合成抗菌剤
27 スルファエトキシピリダジン 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
28 スルファキノキサリン 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
29 スルファグアニジン 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
30 スルファジアジン 暫定 0.07 薬事 ○ 合成抗菌剤
31 スルファジメトキシン 暫定 0.02 薬事 ○ 合成抗菌剤
32 スルファセタミド 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
33 スルファチアゾール 暫定 0.09 薬事 ○ 合成抗菌剤
34 スルファドキシン 暫定 0.06 海外 ○ 合成抗菌剤
35 スルファトロキサゾール 暫定 0.1 海外 ○ 合成抗菌剤
36 スルファニルアミド 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
37 スルファピリジン 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
38 スルファブロモメタジンナトリウム 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
39 スルファベンズアミド 暫定 0.01 海外 ○ 合成抗菌剤
40 ダノフロキサシン 暫定 0.05 薬事 ○ 合成抗菌剤
41 チアンフェニコール 暫定 0.05 海外 ○ 合成抗菌剤
42 トリメトプリム 暫定 0.05 海外 ○ 合成抗菌剤
43 バクイロプリム 暫定 0.03 海外 ○ 合成抗菌剤
44 フルニキシン 暫定 0.02 海外 ○ 合成抗菌剤
45 フルメキン 暫定 0.1 海外 ○ 合成抗菌剤
46 マルボフロキサシン 暫定 0.08 海外 ○ 合成抗菌剤
47 フラボフォスフォリポール 暫定 0.01 海外 ○ ○ 抗生物質
48 ピンドン 暫定 0.001 海外 ○ 殺鼠剤
49 ブロディファコウム 暫定 0.001 海外 ○ 殺鼠剤

50 ワルファリン 暫定 0.001 海外 ○ ○ 殺鼠剤・血液凝固抑制
剤

51 1,1-ジクロロ-2,2-ビス（4-エチルフェニル)
エタン 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤

昨年5月にポジティブリスト制度が施行され、生乳生産の現場では農薬等の使用に関する

記帳・記録とその保管によって同制度への対応を図っています。

そこで、本稿では乳に残留基準が設定された農薬等について、一覧表を示します。

生産現場での確認などでご活用ください。

「乳に残留基準が設定された農薬等」一覧



─  23 ─

「 乳に残留基準が設定された農薬等 」一覧

No. 成分名 乳に係る
基準の分類

乳に係る
基準値

暫定基準
参考基準国

主な用途
農薬 動薬 飼添

52 γ-BHC（リンデンをいう。） 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
53 アジンホスメチル 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
54 アセタミプリド 暫定 0.06 海外 ○ 殺虫剤
55 アセフェート 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤
56 アルドリン及びディルドリン（総和をいう。） 暫定 0.006 Codex ○ 殺虫剤
57 アレスリン 暫定 0.01 登録 ○ ○ 殺虫剤
58 イソシンコメロン酸二プロピル 暫定 0.004 海外 ○ 殺虫剤
59 イソフェンホス 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
60 イベルメクチン 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
61 イミダクロプリド 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤
62 インドキサカルブ 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
63 エトキサゾール 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
64 エトプロホス 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
65 エマメクチン安息香酸塩 暫定 0.0005 海外 ○ ○ 殺虫剤
66 オキシデメトンメチル 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
67 カルボスルファン 暫定 0.03 Codex ○ 殺虫剤
68 クロルデン 暫定 0.002 Codex ○ 殺虫剤
69 クロルピリホス 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤
70 クロルフルアズロン 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
71 ジクロルボス及びナレド（総和をいう。） 暫定 0.02 Codex ○ ○ 殺虫剤
72 ジノテフラン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
73 シハロトリン 暫定 0.03 Codex ○ ○ 殺虫剤
74 シフルトリン 暫定 0.04 Codex ○ ○ 殺虫剤
75 ジフルベンズロン 暫定 0.02 Codex ○ ○ 殺虫剤
76 シペルメトリン 暫定 0.05 Codex ○ ○ 殺虫剤
77 臭素 暫定 50 海外 ○ 殺虫剤
78 スピノサド 暫定 1 Codex ○ 殺虫剤
79 スピロメシフェン 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
80 チアメトキサム 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
81 テブフェノジド 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
82 テフルトリン 暫定 0.001 海外 ○ 殺虫剤

83 デルタメトリン及びトラロメトリン（総和
をいう。） 暫定 0.03 Codex ○ ○ 殺虫剤

84 トリクロルホン 暫定 0.05 登録 ○ ○ 殺虫剤
85 トリフルムロン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
86 二塩化エチレン 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
87 ノバルロン 暫定 1 海外 ○ 殺虫剤
88 パラチオンメチル 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
89 パルベンダゾール 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
90 ビオレスメトリン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
91 ピメトロジン 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
92 ピリプロキシフェン 暫定 0.02 海外 ○ 殺虫剤
93 ピリミカーブ 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤
94 ファムフール 暫定 0.02 その他 ○ 殺虫剤
95 フィプロニル 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤
96 フェニトロチオン 暫定 0.002 Codex ○ ○ 殺虫剤
97 フェノトリン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
98 フェノブカルブ 暫定 0.02 薬事 ○ ○ 殺虫剤
99 フェンチオン 暫定 0.2 海外 ○ 殺虫剤
100 フラチオカルブ 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
101 フルシトリネート 暫定 0.07 海外 ○ 殺虫剤
102 フルメトリン 暫定 0.05 Codex ○ ○ 殺虫剤
103 プロペタンホス 暫定 0.02 薬事 ○ 殺虫剤
104 プロポキスル 暫定 0.05 海外 ○ ○ 殺虫剤
105 ヘプタクロル 暫定 0.006 Codex ○ 殺虫剤
106 ペルメトリン 暫定 0.1 Codex ○ ○ 殺虫剤
107 ベンダイオカルブ 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤
108 ベンフラカルブ 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤
109 メタクリホス 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
110 メトキシクロール 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤
111 メトキシフェノジド 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
112 メトプレン 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤
113 レスメトリン 暫定 0.1 海外 ○ 殺虫剤
114 カンタキサンチン 暫定 0.1 － ○ 色素剤
115 デキサメタゾン 暫定 0.02 薬事 ○ ステロイド系消炎剤
116 ヒドロコルチゾン 暫定 0.01 海外 ○ ステロイド系消炎剤
117 プレドニゾロン 暫定 0.0007 薬事 ○ ステロイド系消炎剤
118 ベタメタゾン 暫定 0.0003 海外 ○ ステロイド系消炎剤
119 メチルプレドニゾロン 暫定 0.01 海外 ○ ステロイド系消炎剤
120 クレンブテロール 暫定 0.00005 Codex ○ 成長促進剤
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「 乳に残留基準が設定された農薬等 」一覧

No. 成分名 乳に係る
基準の分類

乳に係る
基準値

暫定基準
参考基準国

主な用途
農薬 動薬 飼添

121 アラマイト 暫定 0.01 海外 ○ ダニ駆除剤
122 クロルフェンソン 暫定 0.05 海外 ○ ダニ駆除剤
123 クロルベンシド 暫定 0.05 海外 ○ ダニ駆除剤
124 クロロベンジレート 暫定 0.1 海外 ○ ダニ駆除剤
125 スピロジクロフェン 暫定 0.01 － ○ ダニ駆除剤
126 プロパルギット 暫定 0.1 Codex ○ ダニ駆除剤
127 ブロモプロピレート 暫定 0.05 海外 ○ ダニ駆除剤
128 アミトラズ 暫定 0.01 Codex ○ ダニ駆除剤・殺虫剤
129 エチオン 暫定 0.5 海外 ○ ダニ駆除剤・殺虫剤
130 フェンプロパトリン 暫定 0.1 Codex ○ ダニ駆除剤・殺虫剤
131 ケトプロフェン 暫定 0.05 海外 ○ 非ステロイド性消炎剤
132 アルトレノゲスト 暫定 0.003 その他 ○ ホルモン剤
133 エチプロストントロメタミン 暫定 0.001 その他 ○ ホルモン剤
134 クロステボル 暫定 0.0005 その他 ○ ホルモン剤
135 クロルマジノン 暫定 0.003 海外 ○ ホルモン剤
136 ゼラノール 暫定 0.002 その他 ○ ホルモン剤
137 ノルジェストメット 暫定 0.0001 その他 ○ ホルモン剤
138 イミドカルブ 暫定 0.05 Codex ○ 寄生虫駆除剤
139 オキシクロザニド 暫定 0.3 薬事 ○ 寄生虫駆除剤
140 オキシベンダゾール 暫定 0.03 その他 ○ 寄生虫駆除剤
141 グリカルピラミド 暫定 0.03 その他 ○ 寄生虫駆除剤
142 クロルスロン 暫定 2 海外 ○ 寄生虫駆除剤
143 ジミナゼン 暫定 0.15 Codex ○ 寄生虫駆除剤
144 トリブロムサラン 暫定 0.01 薬事 ○ 寄生虫駆除剤
145 ピペラジン 暫定 0.05 その他 ○ 寄生虫駆除剤
146 プラジクアンテル 暫定 0.02 その他 ○ 寄生虫駆除剤
147 フルベンダゾール 暫定 0.01 薬事 ○ 寄生虫駆除剤
148 メベンダゾール 暫定 0.02 海外 ○ 寄生虫駆除剤
149 モキシデクチン 暫定 0.04 海外 ○ 寄生虫駆除剤
150 レバミゾール 暫定 0.3 海外 ○ 寄生虫駆除剤
151 ドラメクチン 暫定 0.03 海外 ○ 寄生虫駆除剤・殺虫剤
152 チオプロニン 暫定 0.02 薬事 ○ 強肝剤
153 トリペレナミン 暫定 0.02 海外 ○ 抗ヒスタミン剤
154 アスポキシシリン 暫定 0.05 薬事 ○ 抗生物質
155 アボパルシン 暫定 0.01 海外 ○ 抗生物質
156 アモキシシリン 暫定 0.008 海外 ○ 抗生物質
157 アンピシリン 暫定 0.02 薬事 ○ 抗生物質
158 エリスロマイシン 暫定 0.04 海外 ○ 抗生物質
159 オキサシリン 暫定 0.03 海外 ○ 抗生物質
160 オレアンドマイシン 暫定 0.05 薬事 ○ 抗生物質
161 カナマイシン 暫定 0.4 薬事 ○ 抗生物質
162 クロキサシリン 暫定 0.02 海外 ○ 抗生物質
163 コリスチン 暫定 0.05 海外 ○ ○ 抗生物質
164 ジクロキサシリン 暫定 0.01 薬事 ○ 抗生物質
165 セファセトリル 暫定 0.1 海外 ○ 抗生物質
166 セファゾリン 暫定 0.05 海外 ○ 抗生物質
167 セファピリン 暫定 0.03 薬事 ○ 抗生物質
168 セファレキシン 暫定 0.1 海外 ○ 抗生物質
169 セファロニウム 暫定 0.01 薬事 ○ 抗生物質
170 セフォペラゾン 暫定 0.05 海外 ○ 抗生物質
171 セフキノム 暫定 0.02 薬事 ○ 抗生物質
172 セフロキシム 暫定 0.02 薬事 ○ 抗生物質
173 タイロシン 暫定 0.05 薬事 ○ 抗生物質
174 ナナフロシン 暫定 0.03 薬事 ○ 抗生物質
175 ナフシリン 暫定 0.005 薬事 ○ 抗生物質
176 ノボビオシン 暫定 0.08 海外 ○ 抗生物質
177 バージニアマイシン 暫定 0.1 海外 ○ ○ 抗生物質
178 バシトラシン 暫定 0.4 海外 ○ 抗生物質
179 ビコザマイシン 暫定 0.1 薬事 ○ ○ 抗生物質
180 ホスホマイシン 暫定 0.05 薬事 ○ 抗生物質
181 ポリミキシンＢ 暫定 0.5 海外 ○ 抗生物質
182 メシリナム 暫定 0.05 薬事 ○ 抗生物質
183 モネンシン 暫定 0.01 海外 ○ 抗生物質
184 ラサロシド 暫定 0.01 海外 ○ ○ 抗生物質
185 リファキシミン 暫定 0.06 海外 ○ 抗生物質
186 リンコマイシン 暫定 0.15 Codex ○ 抗生物質

187 クロピドール 暫定 0.02 海外 ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

188 モランテル 暫定 0.1 海外 ○ ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤
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189 ジブチルサクシネート 暫定 0.04 薬事 ○ 昆虫嫌忌薬
190 アゾキシストロビン 暫定 0.008 海外 ○ 殺菌剤
191 イプロジオン 暫定 0.2 海外 ○ 殺菌剤
192 イマザリル 暫定 0.02 海外 ○ 殺菌剤
193 エトリジアゾール 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
194 エポキシコナゾール 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤

195 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（総和をいう。） 暫定 0.3 海外 ○ 殺菌剤

196 カルボキシン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
197 キノキシフェン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
198 キャプタン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
199 キントゼン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
200 クレソキシムメチル 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
201 クロロネブ 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
202 ジフェニルアミン 暫定 0.0004 Codex ○ 殺菌剤
203 ジフェノコナゾール 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
204 シプロコナゾール 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
205 シプロジニル 暫定 0.0004 Codex ○ 殺菌剤
206 ジメトモルフ 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
207 シモキサニル 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
208 スピロキサミン 暫定 0.04 海外 ○ 殺菌剤
209 テトラコナゾール 暫定 0.0003 その他 ○ 殺菌剤
210 テブコナゾール 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
211 トリアジメノール 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
212 トリアジメホン 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
213 トリチコナゾール 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
214 トリデモルフ 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
215 トリフルミゾール 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
216 トリフロキシストロビン 暫定 0.02 Codex ○ 殺菌剤
217 トリフロキシスルフロン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
218 トリホリン 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
219 ビテルタノール 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
220 ピラゾホス 暫定 0.02 海外 ○ 殺菌剤
221 ピリメタニル 暫定 0.02 海外 ○ 殺菌剤
222 ビンクロゾリン 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
223 ファモキサドン 暫定 0.03 Codex ○ 殺菌剤
224 フェナリモル 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
225 フェンブコナゾール 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
226 フェンプロピモルフ 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
227 フェンヘキサミド 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
228 フルキンコナゾール 暫定 0.1 海外 ○ 殺菌剤
229 フルジオキソニル 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
230 フルシラゾール 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
231 フルトラニル 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
232 フルトリアホール 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
233 プロクロラズ 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤
234 プロシミドン 暫定 0.04 海外 ○ 殺菌剤
235 プロピコナゾール 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤
236 ヘキサクロロベンゼン 暫定 0.01 海外 ○ 殺菌剤
237 ベナラキシル 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤
238 ペンコナゾール 暫定 0.01 Codex ○ 殺菌剤

239 メタラキシル及びメフェノキサム（総和を
いう。） 暫定 0.03 海外 ○ 殺菌剤

240 ピラクロストロビン 暫定 0.1 海外 ○ 殺菌剤・抗菌剤
241 クロロタロニル 暫定 0.06 海外 ○ 殺菌剤・除草剤
242 テクナゼン 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤・成長調整剤

243 イソプロチオラン 暫定 0.02 登録 ○ ○ 殺菌剤・成長調整剤・
強肝剤

244 ジチオカルバメート 暫定 0.05 Codex ○ 殺菌剤・鳥忌避剤・鼠
族忌避剤

245 フェンチン 暫定 0.05 海外 ○ 殺菌剤・軟体動物駆除
剤

246 イソシアヌル酸 暫定 0.8 薬事 ○ 殺菌消毒剤
247 脂肪族アルコールエトキシレート 暫定 1 海外 ○ 殺菌消毒剤
248 DDT（DDD及びDDEを含む。） 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤
249 ミクロブタニル 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤
250 アバメクチン 暫定 0.005 Codex ○ ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
251 エンドスルファン 暫定 0.004 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
252 オメトエート 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
253 クロフェンテジン 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
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254 クロルピリホスメチル 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
255 クロルフェナピル 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
256 クロルフェンビンホス 暫定 0.2 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
257 酸化フェンブタスズ 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
258 ジアフェンチウロン 暫定 0.02 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
259 ジコホール 暫定 0.1 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
260 ジスルホトン 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
261 ジメトエート 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
262 ダイアジノン 暫定 0.02 Codex ○ ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
263 チオジカルブ及びメソミル（総和をいう。） 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
264 チオメトン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
265 テトラクロルビンホス 暫定 0.3 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
266 パラチオン 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
267 ビフェントリン 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
268 ピリダベン 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
269 ピリミホスメチル 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
270 ピレトリン 暫定 0.5 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
271 フェンバレレート 暫定 0.1 Codex ○ ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
272 フェンピロキシメート 暫定 0.005 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
273 ブプロフェジン 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
274 プロフェノホス 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
275 ヘキシチアゾクス 暫定 0.02 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
276 ホスメット 暫定 0.2 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
277 マラチオン 暫定 0.5 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
278 メタミドホス 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
279 メチダチオン 暫定 0.001 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
280 メビンホス 暫定 0.05 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤
281 ルフェヌロン 暫定 0.2 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤

282 アルジカルブ 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

283 エトキシスルフロン 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

284 エンドリン 暫定 0.005 その他 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

285 オキサミル 暫定 0.02 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

286 チアクロプリド 暫定 0.02 海外 ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

287 トリアゾホス 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

288 ホレート 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・ダニ駆除剤・
線虫駆除剤

289 リン化水素 暫定 0.01 海外 ○ 殺虫剤・殺鼠剤
290 カルバリル 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・成長調整剤
291 アルドキシカルブ 暫定 0.02 海外 ○ 殺虫剤・線虫駆除剤
292 カルボフラン 暫定 0.05 Codex ○ 殺虫剤・線虫駆除剤
293 テルブホス 暫定 0.01 Codex ○ 殺虫剤・線虫駆除剤
294 ピペロニルブトキシド 暫定 0.2 Codex ○ ○ 殺虫剤相乗剤
295 メンブトン 暫定 0.04 薬事 ○ 止瀉剤
296 プリフィニウム 暫定 0.05 薬事 ○ 自律神経剤
297 2,2-DPA 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
298 2,4-D 暫定 0.01 Codex ○ 除草剤
299 2,4-DB 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
300 EPTC 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
301 MCPA 暫定 0.08 海外 ○ 除草剤
302 MCPB 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
303 アシフルオルフェン 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
304 アシュラム 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
305 アトラジン 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
306 アミノピラリド 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
307 アメトリン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
308 アラクロール 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
309 イオドスルフロンメチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
310 イソキサフルトール 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
311 イマザピックアンモニウム塩 暫定 0.06 海外 ○ 除草剤
312 イマザピル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
313 イマザモックスアンモニウム塩 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
314 イマゼタピルアンモニウム塩 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
315 エタメツルフロンメチル 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
316 オキサジアゾン 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
317 オキシフルオルフェン 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
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318 カルフェントラゾンエチル 暫定 0.04 海外 ○ 除草剤
319 カルベタミド 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
320 キザロホップエチル 暫定 0.04 海外 ○ 除草剤
321 キンクロラック 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
322 グリホサート 暫定 0.1 Codex ○ 除草剤
323 グルホシネート 暫定 0.02 Codex ○ 除草剤
324 クレトジム 暫定 0.05 Codex ○ 除草剤
325 クロジナホップ酸 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
326 クロジナホッププロパルギル 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
327 クロピラリド 暫定 0.09 海外 ○ 除草剤
328 クロリダゾン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
329 クロルスルフロン 暫定 0.08 海外 ○ 除草剤
330 クロルタールジメチル 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
331 クロルブファム 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
332 クロロクスロン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
333 ジウロン 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
334 ジカンバ 暫定 0.2 海外 ○ 除草剤
335 ジクロホップメチル 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
336 ジクワット 暫定 0.01 Codex ○ 除草剤
337 ジノセブ 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
338 ジノテルブ 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
339 ジフルフェニカン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
340 シマジン 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
341 スルホスルフロン 暫定 0.006 海外 ○ 除草剤
342 セトキシジム 暫定 0.3 海外 ○ 除草剤
343 ダイアレート 暫定 0.2 海外 ○ 除草剤
344 チオベンカルブ 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
345 チフェンスルフロン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
346 テブチウロン 暫定 0.3 海外 ○ 除草剤
347 テプラロキシジム 暫定 0.06 海外 ○ 除草剤
348 テルブトリン 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
349 トリアスルフロン 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
350 トリアレート 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
351 トリクロピル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
352 トリフルラリン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
353 トリベヌロンメチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
354 ノルフルラゾン 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
355 バーバン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
356 パラコート 暫定 0.01 Codex ○ 除草剤
357 ハロキシホップ 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
358 ハロスルフロンメチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
359 ピクロラム 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
360 ピコリナフェン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
361 ピノキサデン 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
362 ピリチオバックナトリウム塩 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
363 ピリデート 暫定 0.2 海外 ○ 除草剤
364 フェノキサプロップエチル 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
365 フェンメディファム 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
366 ブタフェナシル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
367 ブトロキシジム 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
368 フラムプロップメチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
369 プリミスルフロンメチル 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
370 フルアジホップ 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
371 フルミオキサジン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
372 フルミクロラックペンチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
373 フルメツラム 暫定 0.1 海外 ○ 除草剤
374 フルリドン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
375 フルロキシピル 暫定 0.2 海外 ○ 除草剤
376 プロスルフロン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
377 プロパキザホップ 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
378 プロパクロール 暫定 0.02 海外 ○ 除草剤
379 プロパニル 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
380 プロピザミド 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
381 プロポキシカルバゾン 暫定 0.004 海外 ○ 除草剤
382 ブロマシル 暫定 0.04 海外 ○ 除草剤
383 プロメトリン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
384 ブロモキシニル 暫定 0.07 海外 ○ 除草剤
385 ヘキサジノン 暫定 0.08 海外 ○ 除草剤
386 ベンタゾン 暫定 0.05 Codex ○ 除草剤
387 ペンディメタリン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
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388 メコプロップ 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
389 メソスルフロンメチル 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
390 メソトリオン 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
391 メトスラム 暫定 0.01 海外 ○ 除草剤
392 メトスルフロンメチル 暫定 0.07 海外 ○ 除草剤
393 メトラクロール 暫定 0.03 海外 ○ 除草剤
394 メトリブジン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
395 モノリニュロン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
396 リニュロン 暫定 0.05 海外 ○ 除草剤
397 ジメチピン 暫定 0.01 Codex ○ 除草剤・成長調整剤

398 ［モノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウム
メチレン）］-アルキルトルエン 暫定 1 薬事 ○ 消毒剤

399 クロルヘキシジン 暫定 0.05 海外 ○ 消毒剤
400 ブロチゾラム 暫定 0.001 薬事 ○ 神経系用薬
401 2,6-ジイソプロピルナフタレン 暫定 0.7 海外 ○ 成長調整剤
402 4-クロルフェノキシ酢酸 暫定 20 海外 ○ 成長調整剤
403 エテホン 暫定 0.05 Codex ○ 成長調整剤
404 カラゾロール 暫定 0.001 海外 ○ 成長調整剤
405 クロフェンセット 暫定 0.02 海外 ○ 成長調整剤
406 クロルメコート 暫定 0.5 Codex ○ 成長調整剤
407 シクラニリド 暫定 0.05 海外 ○ 成長調整剤
408 チジアズロン 暫定 0.03 海外 ○ 成長調整剤
409 トリブホス 暫定 0.002 海外 ○ 成長調整剤
410 プロヘキサジオンカルシウム塩 暫定 0.01 海外 ○ 成長調整剤
411 メピコートクロリド 暫定 0.05 海外 ○ 成長調整剤
412 メトクロプラミド 暫定 0.005 薬事 ○ 整胃腸剤
413 フェナミホス 暫定 0.005 Codex ○ 線虫駆除剤
414 エトフメセート 暫定 0.2 海外 ○ 線虫駆除剤・殺虫剤
415 キシラジン 暫定 0.02 薬事 ○ 鎮静剤
416 トルフェナム酸 暫定 0.05 海外 ○ 非ステロイド系消炎剤
417 メロキシカム 暫定 0.01 海外 ○ 非ステロイド系消炎剤
418 オキサベトリニル 暫定 0.05 海外 ○ 薬害軽減剤
419 クロキントセットメキシル 暫定 0.1 海外 ○ 薬害軽減剤
420 メフェンピルジエチル 暫定 0.01 海外 ○ 薬害軽減剤
421 酢酸トレンボロン 暫定 不検出 － ○ ホルモン剤
422 2,4,5-T 不検出 不検出 － ○ 除草剤
423 アゾシクロチン及びシヘキサチン 不検出 不検出 － ○ ダニ駆除剤
424 アミトロール 不検出 不検出 － ○ 除草剤
425 カプタホール 不検出 不検出 － ○ 殺菌剤
426 カルバドックス 不検出 不検出 － ○ 合成抗菌剤
427 クマホス 不検出 不検出 － ○ 殺虫剤
428 クロラムフェニコール 不検出 不検出 － ○ 抗生物質
429 クロルプロマジン 不検出 不検出 － ○ 鎮静剤
430 ジエチルスチルベストロール 不検出 不検出 － ○ ホルモン剤

431 ジメトリダゾール 不検出 不検出 － ○ 寄生虫駆除剤・抗原虫
剤

432 ダミノジット 不検出 不検出 － ○ 成長調整剤
433 ニトロフラン類 不検出 不検出 － ○ 合成抗菌剤
434 プロファム 不検出 不検出 － ○ 除草剤・成長調整剤

435 メトロニダゾール 不検出 不検出 － ○ 寄生虫駆除剤・抗原虫
剤

436 ロニダゾール 不検出 不検出 － ○ 寄生虫駆除剤・抗原虫
剤

437 アビラマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 合成抗菌剤
438 アプラマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質

439 アンプロリウム 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

440 エトパベート 不含有 不含有 － ○ ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

441 エフロトマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質
442 エンラマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質
443 オキソリニック酸 不含有 不含有 － ○ ○ 合成抗菌剤
444 オフロキサシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
445 オラキンドックス 不含有 不含有 － ○ ○ 合成抗菌剤

446 オルメトプリム 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

447 キタサマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
448 酢酸イソ吉草酸タイロシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
449 サラフロキサシン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤

450 サリノマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質・寄生虫駆除
剤
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「 乳に残留基準が設定された農薬等 」一覧

No. 成分名 乳に係る
基準の分類

乳に係る
基準値

暫定基準
参考基準国

主な用途
農薬 動薬 飼添

451 ジアベリジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤

452 ジニトルミド 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

453 ジフロキサシン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
454 ジョサマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
455 スルファクロルピリダジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
456 スルファニトラン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
457 スルファメトキサゾール 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
458 スルファメトキシピリダジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
459 スルファメラジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
460 スルファモイルダプソン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
461 スルファモノメトキシン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
462 スルフイソゾール 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
463 セデカマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質

464 センデュラマイシン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質・寄生虫駆除
剤

465 チアムリン 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質
466 ツラスロマイシン 不含有 不含有 ○ 抗生物質

467 デコキネート 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

468 デストマイシンA 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質
469 テルデカマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
470 ドキシサイクリン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質

471 ナイカルバジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

472 ナラシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質・寄生虫駆除
剤

473 ナリジクス酸 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
474 ニフルスチレン酸ナトリウム 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
475 ノシヘプタイド 不含有 不含有 － ○ ○ 抗生物質
476 ノルフロキサシン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
477 バクイノレート 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
478 バルネムリン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質

479 ハロフジノン 不含有 不含有 － ○ ○ 寄生虫駆除剤・抗原虫
剤・合成抗菌剤

480 パロモマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質・寄生虫駆除
剤

481 ピリメタミン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

482 フェノキシメチルペニシリン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
483 フロルフェニコール 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
484 ミロキサシン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤
485 ミロサマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質
486 ライドロマイシン 不含有 不含有 － ○ 抗生物質

487 ロベニジン 不含有 不含有 － ○ 合成抗菌剤・寄生虫駆
除剤

乳に残留基準等が設定された農薬等
                  （2006年10月6日現在）
①残留基準：22品目
②暫定基準：399品目計
③不検出物質：15品目
④不含有物質：51品目

（リンク先）
財団法人 日本食品化学研究振興財団
http://www.ffcr.or.jp/
食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表
http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/search.html

487品目

【参考資料】
成分名、基準値： （財）日本食品化学研究振興財団ホームペー

ジ及び（社）日本酪農乳業協会（Jミルク）調べ
※ なお、基準の分類のうち、「不含有」は食品衛生法に基づく
食品中に含有してはならない成分（Jミルク調べ）

暫定基準参考基準国及び主な用途： （社）日本酪農乳業協会
（Jミルク）調べ


