
（　）内は農薬登録番号2-1 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

アシュラフロアブル
トリアファモン……0.96％
ピラクロニル……3.8％
ベンゾビシクロン……3.8％

バイエルクロップサイエンス
協友アグリ（24147）
エス・ディー・エス…バイオテック

協友アグリ（24147） 500㎖／10a 5年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ4葉期まで

アシュラ1キロ粒剤
トリアファモン……0.5％
ピラクロニル……2.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

バイエルクロップサイエンス
協友アグリ（24322）
エス・ディー・エス…バイオテック

協友アグリ（24322） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
10㎏×1袋 移植時、移植直後〜ノビエ4葉期まで

アシュラジャンボ
トリアファモン……1.25％
ピラクロニル……5.0％
ベンゾビシクロン……5.0％

バイエルクロップサイエンス
協友アグリ（24320）
エス・ディー・エス…バイオテック

協友アグリ（24320） 400g／10a 5年 400g（40g×10パック）×10袋
4㎏×1袋 移植直後〜ノビエ4葉期まで

アシュラ400FG
トリアファモン……1.25％
ピラクロニル……5.0％
ベンゾビシクロン……5.0％

バイエル
協友アグリ（24321）
エス・ディー・エス…バイオテック

協友アグリ（24321） 400g／10a 5年 4㎏×1袋
400g×20袋 移植直後〜ノビエ4葉期

アネシス1キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル……0.3％
ブタクロール……10.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

日産化学（23987）
日産化学（23987）
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（23987） 1㎏／10a 3年 20㎏（5㎏×4袋） 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

アールタイプフロアブル
ピラゾレート……18.2％…
ベンゾビシクロン……3.6％…
メタゾスルフロン……1.1％

三井化学アグロ（23716）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23716） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本…
2ℓ×8本 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

アールタイプ1キロ粒剤
ピラゾレート……10.0%
ベンゾビシクロン……2.0%
メタゾスルフロン……0.6%

三井化学アグロ（23510）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23510） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

アールタイプジャンボ
ピラゾレート……25.0％…
ベンゾビシクロン……5.0％…
メタゾスルフロン……1.5％

三井化学アグロ（23714）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23714） 400g／10a 3年 400g（40g×10パック）×12袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

イザナギフロアブル
トリアファモン……0.94％
ベンゾビシクロン……3.8％
ペントキサゾン……5.7％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック（23995）
科研製薬（23996）

科研製薬（23996）
三井化学アグロ 500㎖／10a 3年 500㎖×20本

2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ3.5葉期まで

イザナギ1キロ粒剤
トリアファモン……0.5％
ベンゾビシクロン……2.0％
ペントキサゾン……2.5％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック（24336）
科研製薬（24337）

科研製薬（24337）
三井化学アグロ 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋 移植時、移植直後〜ノビエ3葉期まで

イザナギジャンボSD
トリアファモン……2.5％
ベンゾビシクロン……10.0％
ペントキサゾン……15.0％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック（24610）
科研製薬（24611）

科研製薬（24611）
三井化学アグロ 200g／10a 5年 200g（20g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ3.5葉期まで

イッテツフロアブル
イマゾスルフロン……1.7％
カフェンストロール……5.7％
ベンゾビシクロン……3.8％

住友化学（20946）
エス・ディー・エス…バイオテック（20947）
エス・ディー・エス…バイオテック（20947）

住友化学（20946） 500㎖／10a 5年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



（　）内は農薬登録番号2-2 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

イッテツ1キロ粒剤
イマゾスルフロン……0.9％
カフェンストロール……3.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

住友化学（21415）
エス・ディー・エス…バイオテック（21414）
エス・ディー・エス…バイオテック（21414）

住友化学（21415） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

イッテツジャンボ
イマゾスルフロン……2.25％
カフェンストロール……7.5％
ベンゾビシクロン……5.0％

住友化学（21599）
エス・ディー・エス…バイオテック（21600）
エス・ディー・エス…バイオテック（21600）

住友化学（21599） 400g／10a 5年 400g（40g×10パック）×10袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

イネキングフロアブル
ピラクロニル……3.6％
ピラゾレート……20.0％
ベンゾビシクロン……4.0％

協友アグリ
三井化学アグロ（22271）
エス・ディー・エス…バイオテック

三井化学アグロ（22271） 500㎖／10a 4年 500㎖×20本
2ℓ×8本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

イネキング1キロ粒剤
ピラクロニル……2.0％
ピラゾレート……10.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

協友アグリ
三井化学アグロ（22116）
エス・ディー・エス…バイオテック

三井化学アグロ（22116） 1㎏／10a 5年
1㎏×12袋
4㎏×4袋
10㎏×1袋

移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

イネキングジャンボ
ピラクロニル……4.0％
ピラゾレート……20.0％
ベンゾビシクロン……4.0％

協友アグリ
三井化学アグロ（22248）
エス・ディー・エス…バイオテック

三井化学アグロ（22248） 500g／10a 5年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後1日〜ノビエ2.5葉期まで

ウィードコア1キロ粒剤
フロルピラウキシフェンベンジル……0.4％
ペノキススラム……0.5％
ベンゾビシクロン……2.0％

ダウ・アグロサイエンス日本（24389）
ダウ・アグロサイエンス日本（24389）
エス・ディー・エス…バイオテック

日本農薬
北興化学工業 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植後7日〜ノビエ4葉期

カリュードフロアブル
ピラクロニル……3.6％
ベンゾビシクロン……4.0％
ベンゾフェナップ……14.5％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500㎖／10a 4年 500㎖×20本
2ℓ×8本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

カリュード1キロ粒剤
ピラクロニル……･2.0％
ベンゾビシクロン……2.0％
ベンゾフェナップ……8.0％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

カリュードジャンボ
ピラクロニル……3.6％
ベンゾビシクロン……4.0％
ベンゾフェナップ……14.5％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

キクトモ１キロ粒剤

カフェンストロール……3.0％
ジメタメトリン……0.6％
ダイムロン……9.0％
ベンゾビシクロン……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（23336）
日産化学
エス・ディー・エス…バイオテック（23336）
エス・ディー・エス…バイオテック（23336）

クミアイ化学工業（23335） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
10㎏×1袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ゲパード1キロ粒剤

ダイムロン……10.0％
ピラクロニル……2.0％
ベンゾビシクロン……2.0％
メタゾスルフロン……1.2％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（23688）

日産化学（23688） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋
5㎏×4袋 移植後14日〜ノビエ4葉期まで

ゲパードジャンボ

ダイムロン……25.0％
ピラクロニル……5.0％
ベンゾビシクロン……5.0％
メタゾスルフロン……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（23983）

日産化学（23983） 400g／10a 3年 400g（40g×10パック）×20袋 移植後14日〜ノビエ4葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



（　）内は農薬登録番号2-3 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

ゲパードエアー粒剤

ダイムロン……25.0％
ピラクロニル……5.0％
ベンゾビシクロン……5.0％
メタゾスルフロン……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（24220）

日産化学（24220） 400g／10a 3年 1.2㎏×10袋 移植後14日〜ノビエ3葉期まで

サスケーラジカルジャンボ

カフェンストロール……10.5％
シクロスルファムロン……2.25％
ダイムロン……22.5％
ベンゾビシクロン……10.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
BASFジャパン
エス・ディー・エス…バイオテック
エス・ディー・エス…バイオテック

OATアグリオ（21630） 200g／10a 3年 200g（20g×10パック）×20袋 移植後3日〜ノビエ2葉期まで

サスケ粒剤200

カフェンストロール……10.5％
シクロスルファムロン……2.25％
ダイムロン……22.5％
ベンゾビシクロン……10.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
BASFジャパン
エス・ディー・エス…バイオテック
エス・ディー・エス…バイオテック

OATアグリオ（24079） 200g／10a 5年 1㎏×6袋 移植後3日〜ノビエ2葉期まで

サンパンチ1キロ粒剤

シハロホップブチル……1.8％
ジメタメトリン……1.0％
ハロスルフロンメチル……0.9％
ベンゾビシクロン……2.0％

ダウ・アグロサイエンス日本
日産化学（22165）
日産化学（22165）
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（22165） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植後15日〜ノビエ3.5葉期まで

忍
しのび

フロアブル
イマゾスルフロン……1.8％
ピラクロニル……3.9％
ベンゾビシクロン……3.9％

住友化学（22501）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学（22501） 500㎖／10a 5年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

忍
しのび

１キロ粒剤
イマゾスルフロン……0.90％
ピラクロニル……2.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

住友化学（22500）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学（22500） 1㎏／10a 5年
1㎏×12袋
4㎏×4袋
10㎏×1袋

移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

忍
しのび

ジャンボ
イマゾスルフロン……4.5％
ピラクロニル……10.0％
ベンゾビシクロン……10.0％

住友化学（22790）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学（22790） 200g／10a 5年 200g（20g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ジャイロ1キロ粒剤
イプフェンカルバゾン……2.5％
ベンゾビシクロン……3.0％
ベンゾフェナップ……8.0％

北興化学工業（23977）
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業（23977）

北興化学工業（23977） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋
10㎏×1袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ジャイロフロアブル
イプフェンカルバゾン……4.5％
ベンゾビシクロン……5.4％
ベンゾフェナップ……14.3％

北興化学工業（23978）
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業（23978）

北興化学工業（23978） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

シュナイデンフロアブル
ピラゾレート……18.2％…
ベンゾビシクロン……3.6％…
メタゾスルフロン……1.1％

三井化学アグロ（23717）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23717） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本…
2ℓ×8本 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

シュナイデン1キロ粒剤
ピラゾレート……10.0％…
ベンゾビシクロン……2.0％…
メタゾスルフロン……0.60％

三井化学アグロ（23713）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23713） 1㎏／10a 3年
1㎏×12袋…
4㎏×4袋
10㎏×1袋

移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

シュナイデンジャンボ
ピラゾレート……25.0％…
ベンゾビシクロン……5.0％…
メタゾスルフロン……1.5％

三井化学アグロ（23715）
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学

三井化学アグロ（23715） 400g／10a 3年 400g（40g×10パック）×12袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



（　）内は農薬登録番号2-4 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

シリウスエグザ１キロ粒剤…

オキサジクロメホン……0.40%
ピラクロニル……2.0％
ピラゾスルフロンエチル……0.30%
ベンゾビシクロン……2.0％

全農（バイエルクロップサイエンス）
協友アグリ
日産化学（22969）
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（22969） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

シリウスエグザジャンボ…

オキサジクロメホン……1.4%
ピラクロニル……6.6％
ピラゾスルフロンエチル……1.0%
ベンゾビシクロン……6.7％

全農（バイエルクロップサイエンス）
協友アグリ
日産化学（23116）
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（23116） 300g／10a 5年 300g（30g×10パック）×20袋
900g（30g×30パック）×12袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

シリウスエグザ顆粒…

オキサジクロメホン……5.0%
ピラクロニル……25.0％
ピラゾスルフロンエチル……3.75%
ベンゾビシクロン……25.0％

全農（バイエルクロップサイエンス）
協友アグリ
日産化学（23117）
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（23117） 80g／10a 3年 80g×20袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

シロノックLジャンボ

カフェンストロール……7.1％
ダイムロン……14.3％
ベンスルフロンメチル……1.5％
ベンゾビシクロン……5.7％

エス・ディー・エス…バイオテック（21533）
エス・ディー・エス…バイオテック（21533）
クミアイ化学工業
エス・ディー・エス…バイオテック（21533）

三井化学アグロ（22408） 350g／10a 4年 350g（35g×10パック）×12袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

スマートフロアブル
フェントラザミド……3.7％
ベンゾビシクロン……3.7％
ベンゾフェナップ……14.7％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500㎖／10a 3年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

スマート1キロ粒剤
フェントラザミド……2.0％
ベンゾビシクロン……2.0％
ベンゾフェナップ……8.0％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ダブルスターSB1キロ粒剤
ピラゾスルフロンエチル……0.3％
フェントラザミド……3.0％
ベンゾビシクロン……2.0％

日産化学（21373）
バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（21373） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ダブルスターSB顆粒
ピラゾスルフロンエチル……2.6％
フェントラザミド……25.0％
ベンゾビシクロン……25.0％

日産化学（20944）
バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック（20945）

日産化学（20944） 80g／10a 5年 80g×20袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ダンクショットフロアブル
カフェンストロール……5.7％
フロルピラウキシフェンベンジル……0.94％
ベンゾビシクロン……3.8％

エス・ディー・エス…バイオテック（24385）
ダウ・アグロサイエンス日本
エス・ディー・エス…バイオテック（24385）

日本農薬 500㎖／10a 3年 500㎖×20本
2ℓ×6本

移植後3日〜ノビエ3葉期
ただし、移植後30日まで

タンボエース1キロ粒剤

カフェンストロール……2.1％
カルフェントラゾンエチル……0.90％
フルセトスルフロン……0.22％
ベンゾビシクロン……2.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
石原産業
石原産業
エス・ディー・エス…バイオテック

ケーエス（22796） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋 移植後5日〜ノビエ4葉期まで

タンボエースジャンボ

カフェンストロール……4.2％
カルフェントラゾンエチル……1.8％
フルセトスルフロン……0.44％
ベンゾビシクロン……4.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
石原産業
石原産業
エス・ディー・エス…バイオテック

ケーエス（23176） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後5日〜ノビエ4葉期まで

タンボエーススカイ500
グラム粒剤

カフェンストロール……4.2％
カルフェントラゾンエチル……1.8％
フルセトスルフロン……0.44％
ベンゾビシクロン……4.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
石原産業
石原産業
エス・ディー・エス…バイオテック

ケーエス（23030） 500g／10a 3年 500g×10袋 移植後7日〜ノビエ4葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



（　）内は農薬登録番号2-5 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

ツルギフロアブル
イプフェンカルバゾン……5.0％
イマゾスルフロン……1.8％
ベンゾビシクロン……4.0％

北興化学工業
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

日本農薬（23980） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ツルギジャンボ
イプフェンカルバゾン……10.0％
イマゾスルフロン……3.6％
ベンゾビシクロン……8.0％

北興化学工業
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

日本農薬（24189） 250g／10a 3年 500g（25g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ツルギ250粒剤
イプフェンカルバゾン……10.0％
イマゾスルフロン……3.6％
ベンゾビシクロン……8.0％

北興化学工業
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

日本農薬（24188） 250g／10a 3年 250g×20袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

テッケン1キロ粒剤 ペノキススラム……0.5%
ベンゾビシクロン……2.0%

ダウ・アグロサイエンス日本
エス・ディー・エス…バイオテック 日本農薬（23360） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋

10㎏×1袋 移植後15日〜ノビエ4葉期まで

テッケンジャンボ ペノキススラム……1.0％
ベンゾビシクロン……4.0％

ダウ・アグロサイエンス日本
エス・ディー・エス…バイオテック 日本農薬（23985） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×20袋 移植後15日〜ノビエ4葉期まで

天空フロアブル
フェントラザミド……6.0％
ベンゾビシクロン……6.0％
メタゾスルフロン……1.2％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（23816）

日産化学(23816) 500㎖／10a 3年 500㎖×20本
5ℓ×4本 移植後1日〜ノビエ3葉期まで

天空1キロ粒剤
フェントラザミド……3.0％
ベンゾビシクロン……3.0％
メタゾスルフロン……0.6％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（23918）

日産化学(23918) 1㎏／10a 3年
1㎏×12袋
5㎏×4袋
20㎏（5㎏×4袋）

移植時、移植直後〜ノビエ3葉期まで

天空ジャンボ
フェントラザミド……10.0％…
ベンゾビシクロン……10.0％…
メタゾスルフロン……2.0％

バイエルクロップサイエンス
エス・ディー・エス…バイオテック
日産化学（23817）

日産化学(23817) 300g／10a 3年 300g（30g×10パック）×20袋 移植後1日〜ノビエ3葉期まで

トビキリジャンボ

カフェンストロール……4.2％
ダイムロン……8.4％
ピラゾキシフェン……20.0％
ベンゾビシクロン……4.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（21466）
エス・ディー・エス…バイオテック（21466）
石原産業（21465）
エス・ディー・エス…バイオテック（21466）

石原バイオサイエンス 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

ナギナタジャンボ
オキサジクロメホン……1.6％
ピリミスルファン……2.2％
ベンゾビシクロン……12.0％

全農（バイエルクロップサイエンス）
クミアイ化学工業（23331）
エス・ディー・エス…バイオテック

クミアイ化学工業（23331） 250g／10a 3年 250g（25g×10パック）×20袋
750g（25g×30パック）×10袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ナギナタ豆つぶ250
オキサジクロメホン……1.6％
ピリミスルファン……2.2％
ベンゾビシクロン……12.0％

全農（バイエルクロップサイエンス）
クミアイ化学工業（23332）
エス・ディー・エス…バイオテック

クミアイ化学工業（23332） 250g／10a 4年
250g×20袋
2.5㎏×4袋
10㎏×1袋

移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ニトウリュウ1キロ粒剤 ペノキススラム……0.5%
ベンゾビシクロン……2.0%

ダウ・アグロサイエンス日本
エス・ディー・エス…バイオテック 日本農薬（23361） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋 移植後15日〜ノビエ4葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



（　）内は農薬登録番号2-6 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

ニトウリュウジャンボ ペノキススラム……1.0％
ベンゾビシクロン……4.0％

ダウ・アグロサイエンス日本
エス・ディー・エス…バイオテック 日本農薬（23986） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×20袋 移植後15日〜ノビエ4葉期まで

ハイカット1キロ粒剤

シハロホップブチル……1.8％
ジメタメトリン……1.0％
ハロスルフロンメチル……0.9％
ベンゾビシクロン……2.0％

ダウ・アグロサイエンス日本
日産化学（22080）
日産化学（22080）
エス・ディー・エス…バイオテック（22081）

日産化学（22080） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植後15日〜ノビエ3.5葉期まで

バットウZフロアブル
ピラクロニル……3.8％
プロピリスルフロン……1.7％
ベンゾビシクロン……3.8％

協友アグリ（24495）
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学 500㎖／10a 4年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植後3日〜ノビエ3葉期

バットウZ1キロ粒剤
ピラクロニル……2.0％
プロピリスルフロン……0.9％
ベンゾビシクロン……2.0％

協友アグリ（24496）
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
12㎏×1袋 移植時、移植直後〜ノビエ3葉期

バットウZジャンボ
ピラクロニル……5.0％
プロピリスルフロン……2.25％
ベンゾビシクロン……5.0％

協友アグリ（24497）
住友化学
エス・ディー・エス…バイオテック

住友化学 400g／10a 4年 400g（40g×10パック）×10袋
4㎏×1袋 移植後3日〜ノビエ3葉期

パピリカフロアブル
テニルクロール……4.0％
ピラクロニル……4.0％
ベンゾビシクロン……6.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（24381） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本
5ℓ×4本 移植直後〜ノビエ2.5葉期

パピリカ1キロ粒剤
テニルクロール……2.0％
ピラクロニル……2.0％
ベンゾビシクロン……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック

日産化学（24435） 1㎏／10a 3年 5㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期

半
はん

蔵
ぞう

1キロ粒剤
シクロスルファムロン……0.50％
ベンゾビシクロン……2.0%
ペントキサゾン……3.9%

BASFジャパン
エス・ディー・エス…バイオテック
科研製薬

OATアグリオ（22846） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ1.5葉期まで

ピラクロエースフロアブル
ピラクロニル……3.6%
ベンゾビシクロン……4.0%
ベンゾフェナップ……14.5%

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500㎖／10a 4年 500㎖×20本
2ℓ×8本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ピラクロエース１キロ粒剤
ピラクロニル……2.0%
ベンゾビシクロン……2.0%
ベンゾフェナップ……8.0%

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ピラクロエースジャンボ
ピラクロニル……3.6％…
ベンゾビシクロン……4.0％…
ベンゾフェナップ……14.5％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×12袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

フォーカスショットジャンボ ベンゾビシクロン……4.0％
ペントキサゾン……4.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（20634）
科研製薬（21105） 科研製薬（21105） 500g／10a 4年 500g（50g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ1.5葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



2-7 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧 （　）内は農薬登録番号

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

フルイニングジャンボ

カフェンストロール……4.2%
カルフェントラゾンエチル……1.8%
フルセトスルフロン……0.44%
ベンゾビシクロン……4.0%

エス・ディー・エス…バイオテック
石原産業（23174）
石原産業（23174）
エス・ディー・エス…バイオテック

石原バイオサイエンス 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後5日〜ノビエ4葉期まで

フルイニングスカイ500
グラム粒剤

カフェンストロール……4.2%
カルフェントラゾンエチル……1.8%
フルセトスルフロン……0.44%
ベンゾビシクロン……4.0%

エス・ディー・エス…バイオテック
石原産業（23028）
石原産業（23028）
エス・ディー・エス…バイオテック

石原バイオサイエンス 500g／10a 3年 500g×10袋 移植後7日〜ノビエ4葉期まで

ブルゼータフロアブル プロピリスルフロン……1.7%
ベンゾビシクロン……3.9%

住友化学（23155）
エス・ディー・エス…バイオテック（23156）住友化学（23155） 500㎖／10a 5年 500㎖×20本

2ℓ×6本 移植後5日〜ノビエ3葉期まで

ブルゼータ１キロ粒剤 プロピリスルフロン……0.9%
ベンゾビシクロン……2.0%

住友化学（23157）
エス・ディー・エス…バイオテック（23158）住友化学（23157） 1㎏／10a 5年

1㎏×12袋
4㎏×4袋
12㎏×1袋

移植時、移植直後〜ノビエ3葉期まで

ブルゼータジャンボ プロピリスルフロン……4.5%
ベンゾビシクロン……10.0%

住友化学（23159）
エス・ディー・エス…バイオテック（23160）住友化学（23159） 200g／10a 5年 200g（20g×10パック）×20袋

600g（20g×30パック）×10袋 移植後5日〜ノビエ3葉期まで

プレキープフロアブル ピラゾキシフェン……20.0%…
ベンゾビシクロン……4.0%

石原産業（22872）…
エス・ディー・エス…バイオテック 石原バイオサイエンス 500㎖／10a 3年 500㎖×20本 300㎖〜500㎖/10a：

〜 -7（*2）または+0〜ノビエ1Lまで

プレキープ1キロ粒剤 ピラゾキシフェン……10.0%…
ベンゾビシクロン……2.0%

石原産業（22570）…
エス・ディー・エス…バイオテック 石原バイオサイエンス 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋

10㎏×1袋 〜 -7（*2）または+0〜ノビエ1Lまで

プレッサフロアブル ベンゾビシクロン……3.9％
ペントキサゾン……3.9％

エス・ディー・エス…バイオテック（21209）
科研製薬（21208） 科研製薬（21208） 500㎖／10a 4年 500㎖×20本 移植時、移植直後〜ノビエ1.5葉期まで

ベンケイ1キロ粒剤
ピリミスルファン……0.5%…
フェノキサスルホン……2.0%
ベンゾビシクロン……3.0%

クミアイ化学工業（23551）
クミアイ化学工業（23551）
エス・ディー・エス…バイオテック

クミアイ化学工業（23551） 1㎏／10a 4年
1㎏×12袋
10㎏×1袋
40㎏×1袋

移植時、移植直後〜ノビエ3葉期まで

ベンケイジャンボ
ピリミスルファン……2.0％
フェノキサスルホン……8.0％
ベンゾビシクロン……12.0％

クミアイ化学工業（23711）
クミアイ化学工業（23711）
エス・ディー・エス…バイオテック

クミアイ化学工業（23711） 250g／10a 4年 250g×20袋…
750g×10袋 移植後3日〜ノビエ3葉期まで

ベンケイ豆つぶ250
ピリミスルファン……2.0％
フェノキサスルホン……8.0％
ベンゾビシクロン……12.0％

クミアイ化学工業（23710）
クミアイ化学工業（23710）
エス・ディー・エス…バイオテック

クミアイ化学工業（23710） 250g／10a 4年
250g×20袋
2.5㎏×4袋
10㎏×1袋

移植後3日〜ノビエ3葉期まで

ホットコンビフロアブル テニルクロール……4.0%
ベンゾビシクロン……4.0%

エス・ディー・エス…バイオテック（23199）
エス・ディー・エス…バイオテック（23199）日本農薬

300㎖／10a
500㎖／10a 3年 300㎖×20本

500㎖×20本

300㎖/10a：
〜 -7（*2）、移植時、+0〜ノビエ1.5Lまで
500㎖/10a：
移植時、移植直後〜ノビエ2葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.



2-8 . ベンゾビシクロン（SB-500） 関連剤一覧 （　）内は農薬登録番号

名　　　　称 有　効　成　分 原 体 販 売 会 社 販　売　会　社 処理薬量 有効年限 包　装　形　態 使　用　時　期

ホットコンビ200粒剤 テニルクロール……10.0％
ベンゾビシクロン……10.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（24304）
エス・ディー・エス…バイオテック（24304）日本農薬 200g／10a 5年 200g×20袋 移植直後〜ノビエ2葉期

ホットコンビジャンボ テニルクロール……10.0％
ベンゾビシクロン……10.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（24305）
エス・ディー・エス…バイオテック（24305）日本農薬 200g／10a 3年 200g（20g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ2葉期

モーレツフロアブル
ピラクロニル……3.7％
ベンゾビシクロン……3.7％
ベンフレセート……9.2％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

500㎖／10a 3年 500㎖×20本 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

モーレツ1キロ粒剤
ピラクロニル……2.0％…
ベンゾビシクロン……2.0％…
ベンフレセート……5.0％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

1㎏／10a 3年 1㎏×12袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

モーレツジャンボ
ピラクロニル……5.0％
ベンゾビシクロン……5.0％
ベンフレセート……12.5％

協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック
北興化学工業

400g／10a 3年 400g（40g×10パック）×20袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで

ライジンパワーフロアブル
インダノファン……2.3%
ピラクロニル……2.9%
ベンゾビシクロン……5.7%

日本農薬（23146）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック（23147）

日本農薬（23146） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

ライジンパワー１キロ粒剤
インダノファン……1.2%
ピラクロニル……1.5%
ベンゾビシクロン……3.0%

日本農薬（23144）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック（23145）

日本農薬（23144） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋
4㎏×4袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

ライジンパワージャンボ
インダノファン……2.4%
ピラクロニル……3.0%
ベンゾビシクロン……6.0%

日本農薬（23355）
協友アグリ
エス・ディー・エス…バイオテック（23356）

日本農薬（23355） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×20袋 移植後3日〜ノビエ2.5葉期まで

エス・ディー・エス バイオテック農薬要覧 2022年12月22日現在 SDS Biotech K.K.




