
　　　                           マダニの承認を受けた防疫用殺虫剤　　　             　　　                           マダニの承認を受けた防疫用殺虫剤　　　             　　　                           マダニの承認を受けた防疫用殺虫剤　　　             　　　                           マダニの承認を受けた防疫用殺虫剤　　　             日本防疫殺虫剤協会日本防疫殺虫剤協会日本防疫殺虫剤協会日本防疫殺虫剤協会

系統系統系統系統 有効成分有効成分有効成分有効成分 区分区分区分区分 商品名商品名商品名商品名 有効成分（％）有効成分（％）有効成分（％）有効成分（％） 剤型剤型剤型剤型 用法・用量用法・用量用法・用量用法・用量 メーカー名メーカー名メーカー名メーカー名
医薬医薬医薬医薬 金鳥スミチオン乳剤金鳥スミチオン乳剤金鳥スミチオン乳剤金鳥スミチオン乳剤 10.010.010.010.0 乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡ 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊
医薬医薬医薬医薬 金鳥スミチオン乳剤LS金鳥スミチオン乳剤LS金鳥スミチオン乳剤LS金鳥スミチオン乳剤LS 10.010.010.010.0 乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡ 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊
医薬医薬医薬医薬 フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤 10.010.010.010.0 乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
医薬医薬医薬医薬 スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」スミチオン１０ＦＬ「ＥＳ」 10.010.010.010.0 フロアブルフロアブルフロアブルフロアブル 残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡ 住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス
医薬医薬医薬医薬 金鳥ゴキブリ用スミチオンＭＣ金鳥ゴキブリ用スミチオンＭＣ金鳥ゴキブリ用スミチオンＭＣ金鳥ゴキブリ用スミチオンＭＣ 20.020.020.020.0 ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤 残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡ 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊
医薬医薬医薬医薬 フマキラーゴキブリ用スミチオンＭＣフマキラーゴキブリ用スミチオンＭＣフマキラーゴキブリ用スミチオンＭＣフマキラーゴキブリ用スミチオンＭＣ 20.020.020.020.0 ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤 残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
医薬医薬医薬医薬 スミチオン粉剤「ＥＳ」スミチオン粉剤「ＥＳ」スミチオン粉剤「ＥＳ」スミチオン粉剤「ＥＳ」 1.51.51.51.5 粉剤粉剤粉剤粉剤 　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡ 住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス
医薬医薬医薬医薬 フマキラースミチオン粉フマキラースミチオン粉フマキラースミチオン粉フマキラースミチオン粉 1.51.51.51.5 粉剤粉剤粉剤粉剤 　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡　　　　　　　20ｇ／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
医薬医薬医薬医薬 フマテックス水性乳剤フマテックス水性乳剤フマテックス水性乳剤フマテックス水性乳剤 5.05.05.05.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
医薬医薬医薬医薬 フマテックス乳剤ブルーフマテックス乳剤ブルーフマテックス乳剤ブルーフマテックス乳剤ブルー 5.05.05.05.0 乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー

医薬医薬医薬医薬 バイヒット粉剤バイヒット粉剤バイヒット粉剤バイヒット粉剤
1.01.01.01.0

粉剤粉剤粉剤粉剤 　　　　　　　30ｇ／㎡　　　　　　　30ｇ／㎡　　　　　　　30ｇ／㎡　　　　　　　30ｇ／㎡ サンケミファサンケミファサンケミファサンケミファ

医薬医薬医薬医薬 フマキラーサフロチン乳剤Ｆフマキラーサフロチン乳剤Ｆフマキラーサフロチン乳剤Ｆフマキラーサフロチン乳剤Ｆ 3.03.03.03.0 乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
医薬医薬医薬医薬 水性サフロチン乳剤「ＥＳ」水性サフロチン乳剤「ＥＳ」水性サフロチン乳剤「ＥＳ」水性サフロチン乳剤「ＥＳ」 3.03.03.03.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍液　50ml／㎡残留噴霧　10倍液　50ml／㎡残留噴霧　10倍液　50ml／㎡残留噴霧　10倍液　50ml／㎡ 住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス

医薬医薬医薬医薬 サフロチンMCサフロチンMCサフロチンMCサフロチンMC 20.020.020.020.0 ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤ＭＣ剤 残留噴霧　40～80倍液　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍液　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍液　50ml／㎡残留噴霧　40～80倍液　50ml／㎡

日本化薬日本化薬日本化薬日本化薬
（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン
スアグリマート）スアグリマート）スアグリマート）スアグリマート）
（三井化学アグロ）（三井化学アグロ）（三井化学アグロ）（三井化学アグロ）

トリクロルホントリクロルホントリクロルホントリクロルホン 医薬医薬医薬医薬 ディプサイド粉剤Bディプサイド粉剤Bディプサイド粉剤Bディプサイド粉剤B 2.02.02.02.0 粉剤粉剤粉剤粉剤 　　　　　　　25ｇ／㎡　　　　　　　25ｇ／㎡　　　　　　　25ｇ／㎡　　　　　　　25ｇ／㎡ サンケミファサンケミファサンケミファサンケミファ

トリクロルホントリクロルホントリクロルホントリクロルホン
ジクロルボスジクロルボスジクロルボスジクロルボス

医薬医薬医薬医薬 ディプサイドＤ乳剤ディプサイドＤ乳剤ディプサイドＤ乳剤ディプサイドＤ乳剤
5.05.05.05.0
2.02.02.02.0

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10倍液　25～50ml／㎡残留噴霧　10倍液　25～50ml／㎡残留噴霧　10倍液　25～50ml／㎡残留噴霧　10倍液　25～50ml／㎡ サンケミファサンケミファサンケミファサンケミファ

フェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオン
フタルスリンフタルスリンフタルスリンフタルスリン

医薬医薬医薬医薬 金鳥SNP乳剤A金鳥SNP乳剤A金鳥SNP乳剤A金鳥SNP乳剤A
5.05.05.05.0
0.50.50.50.5

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

フェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオン
フタルスリンフタルスリンフタルスリンフタルスリン

医薬医薬医薬医薬 フマキラースミチオンNP乳剤フマキラースミチオンNP乳剤フマキラースミチオンNP乳剤フマキラースミチオンNP乳剤
5.05.05.05.0
0.50.50.50.5

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー

フェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオン
フタルスリンフタルスリンフタルスリンフタルスリン

医薬医薬医薬医薬 スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」スミチオンＮＰ－ＦＬ「ＥＳ」
5.05.05.05.0
0.50.50.50.5

フロアブルフロアブルフロアブルフロアブル 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ 住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス住化エンビロサイエンス

フェンチオンフェンチオンフェンチオンフェンチオン
フタルスリンフタルスリンフタルスリンフタルスリン

医薬医薬医薬医薬 三丸バイテックスＮＰ乳剤三丸バイテックスＮＰ乳剤三丸バイテックスＮＰ乳剤三丸バイテックスＮＰ乳剤
5.05.05.05.0
0.50.50.50.5

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡残留噴霧　5倍　50ml／㎡ サンケミファサンケミファサンケミファサンケミファ

フェノトリンフェノトリンフェノトリンフェノトリン 部外部外部外部外 金鳥スミスリン乳剤金鳥スミスリン乳剤金鳥スミスリン乳剤金鳥スミスリン乳剤 10.010.010.010.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤
直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡
残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

医薬医薬医薬医薬 金鳥ULV乳剤S金鳥ULV乳剤S金鳥ULV乳剤S金鳥ULV乳剤S 10.010.010.010.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤
原液　0.4ml/原液　0.4ml/原液　0.4ml/原液　0.4ml/㎥㎥㎥㎥
2倍　0.8ml/2倍　0.8ml/2倍　0.8ml/2倍　0.8ml/㎥㎥㎥㎥
4倍　1.6ml/4倍　1.6ml/4倍　1.6ml/4倍　1.6ml/㎥㎥㎥㎥

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

医薬医薬医薬医薬 ミラクンＳミラクンＳミラクンＳミラクンＳ 1.01.01.01.0 炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス 　　　　　　　10ｇ／m3　　　　　　　10ｇ／m3　　　　　　　10ｇ／m3　　　　　　　10ｇ／m3 日本液炭日本液炭日本液炭日本液炭

ペルメトリンペルメトリンペルメトリンペルメトリン 医薬医薬医薬医薬 金鳥ULV乳剤E金鳥ULV乳剤E金鳥ULV乳剤E金鳥ULV乳剤E 5.05.05.05.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤
原液　0.4-0.6ml/原液　0.4-0.6ml/原液　0.4-0.6ml/原液　0.4-0.6ml/㎥㎥㎥㎥
2倍　0.8-1.2ml/2倍　0.8-1.2ml/2倍　0.8-1.2ml/2倍　0.8-1.2ml/㎥㎥㎥㎥
4倍　1.6-2.4ml/4倍　1.6-2.4ml/4倍　1.6-2.4ml/4倍　1.6-2.4ml/㎥㎥㎥㎥

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

部外部外部外部外 金鳥エクスミン乳剤金鳥エクスミン乳剤金鳥エクスミン乳剤金鳥エクスミン乳剤 5.05.05.05.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤
直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡直接噴霧　40～50倍　50ml／㎡
残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

部外部外部外部外 金鳥エクスミン乳剤LA金鳥エクスミン乳剤LA金鳥エクスミン乳剤LA金鳥エクスミン乳剤LA 5.05.05.05.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡残留噴霧　10～20倍　50ml／㎡ 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

フェノトリンフェノトリンフェノトリンフェノトリン
d‐T80-フタルスリンd‐T80-フタルスリンd‐T80-フタルスリンd‐T80-フタルスリン

部外部外部外部外 プロ用キンチョールＴプロ用キンチョールＴプロ用キンチョールＴプロ用キンチョールＴ

0.75w/v%(原液0.75w/v%(原液0.75w/v%(原液0.75w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

1.083w/v%(原液1.083w/v%(原液1.083w/v%(原液1.083w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール
1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間
(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

イミプロトリンイミプロトリンイミプロトリンイミプロトリン
フェノトリンフェノトリンフェノトリンフェノトリン

部外部外部外部外 プロ用ゴキブリ駆除剤プロ用ゴキブリ駆除剤プロ用ゴキブリ駆除剤プロ用ゴキブリ駆除剤

0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液0.417w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール
1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間
(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

イミプロトリンイミプロトリンイミプロトリンイミプロトリン
フェノトリンフェノトリンフェノトリンフェノトリン

部外部外部外部外 水性プロ用ゴキブリ駆除剤水性プロ用ゴキブリ駆除剤水性プロ用ゴキブリ駆除剤水性プロ用ゴキブリ駆除剤

0292w/v%(原液0292w/v%(原液0292w/v%(原液0292w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

0.750w/v%(原液0.750w/v%(原液0.750w/v%(原液0.750w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール
1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間1㎡当り45～60秒間
(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布(約20～30mL)噴霧塗布

大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

d-T80-フタルスリンd-T80-フタルスリンd-T80-フタルスリンd-T80-フタルスリン
d-T80-レスメトリンd-T80-レスメトリンd-T80-レスメトリンd-T80-レスメトリン

部外部外部外部外 プロ用ハエ・カ駆除剤プロ用ハエ・カ駆除剤プロ用ハエ・カ駆除剤プロ用ハエ・カ駆除剤

0375w/v%(原液0375w/v%(原液0375w/v%(原液0375w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

0.050w/v%(原液0.050w/v%(原液0.050w/v%(原液0.050w/v%(原液
当り)当り)当り)当り)

エアゾールエアゾールエアゾールエアゾール 直接噴霧直接噴霧直接噴霧直接噴霧 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

ピレトリンピレトリンピレトリンピレトリン
フタルスリンフタルスリンフタルスリンフタルスリン
ピペロニルブトキサイドピペロニルブトキサイドピペロニルブトキサイドピペロニルブトキサイド

部外部外部外部外 キンチョール液キンチョール液キンチョール液キンチョール液
0.08g(100ml中)0.08g(100ml中)0.08g(100ml中)0.08g(100ml中)
0.068g(100ml中)0.068g(100ml中)0.068g(100ml中)0.068g(100ml中)

----
油剤油剤油剤油剤 直接噴霧　適量直接噴霧　適量直接噴霧　適量直接噴霧　適量 大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊大日本除虫菊

ジョチュウギクエキスジョチュウギクエキスジョチュウギクエキスジョチュウギクエキス 医薬医薬医薬医薬 ミラクンＰＹミラクンＰＹミラクンＰＹミラクンＰＹ 1.01.01.01.0 炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス 　　　　　　　5ｇ／m3　　　　　　　5ｇ／m3　　　　　　　5ｇ／m3　　　　　　　5ｇ／m3 日本液炭日本液炭日本液炭日本液炭
部外部外部外部外 ベルミトール水性乳剤・アクアベルミトール水性乳剤・アクアベルミトール水性乳剤・アクアベルミトール水性乳剤・アクア 7.07.07.07.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍  50ml／㎡残留噴霧　10倍  50ml／㎡残留噴霧　10倍  50ml／㎡残留噴霧　10倍  50ml／㎡ 三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ

部外部外部外部外 レナトップ水性乳剤2レナトップ水性乳剤2レナトップ水性乳剤2レナトップ水性乳剤2 7.07.07.07.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡
三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ
（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン（アリスタライフサイエン
ス　アグリマート）ス　アグリマート）ス　アグリマート）ス　アグリマート）

部外部外部外部外 ETF水性乳剤2ETF水性乳剤2ETF水性乳剤2ETF水性乳剤2 7.07.07.07.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡
三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ
(イカリ消毒）(イカリ消毒）(イカリ消毒）(イカリ消毒）

部外部外部外部外 フマキラーサニタリーEP水性乳剤フマキラーサニタリーEP水性乳剤フマキラーサニタリーEP水性乳剤フマキラーサニタリーEP水性乳剤 7.07.07.07.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
部外部外部外部外 フマキラーサニタリーEP水性乳剤ＳフマキラーサニタリーEP水性乳剤ＳフマキラーサニタリーEP水性乳剤ＳフマキラーサニタリーEP水性乳剤Ｓ 7.07.07.07.0 水性乳剤水性乳剤水性乳剤水性乳剤 残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡残留噴霧　10倍　50ml／㎡ フマキラーフマキラーフマキラーフマキラー

部外部外部外部外 レナトップ乳剤レナトップ乳剤レナトップ乳剤レナトップ乳剤
5.05.05.05.0
11.011.011.011.0

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡ 三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ三井化学アグロ

部外部外部外部外 レナトップ乳剤（ミツマル）レナトップ乳剤（ミツマル）レナトップ乳剤（ミツマル）レナトップ乳剤（ミツマル）
5.05.05.05.0
11.011.011.011.0

乳剤乳剤乳剤乳剤 残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡残留噴霧  20～30倍　50ml／㎡ サンケミファサンケミファサンケミファサンケミファ

有有有有
機機機機
リリリリ
ンンンン

ピピピピ
レレレレ
スススス
ロロロロ
イイイイ
ドドドド

ピピピピ
レレレレ
スススス
ロロロロ
イイイイ
ドドドド
様様様様

フェンチオンフェンチオンフェンチオンフェンチオン

プロペタンフォスプロペタンフォスプロペタンフォスプロペタンフォス

エトフェンプロックスエトフェンプロックスエトフェンプロックスエトフェンプロックス

エトフェンプロックスエトフェンプロックスエトフェンプロックスエトフェンプロックス
オクタクロロジプロピルオクタクロロジプロピルオクタクロロジプロピルオクタクロロジプロピル
エーテルエーテルエーテルエーテル

フェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオンフェニトロチオン

有有有有
機機機機
リリリリ
ンンンン
／／／／

ピピピピ
レレレレ
スススス
ロロロロ
イイイイ
ドドドド


