
4-1 . ダイムロン関連剤一覧 （　）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

イッポンDフロアブル

ダイムロン……8.0％
ピラクロニル……4.0％
ブロモブチド……12.0％
ベンスルフロンメチル……1.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
住友化学
クミアイ化学工業

日本農薬（22454） 500g／10a 5年 500㎖×20本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで
（北海道、東北を除く全域）

イッポンD1キロ粒剤51

ダイムロン……4.0％
ピラクロニル……2.0％
ブロモブチド……6.0％
ベンスルフロンメチル……0.51％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
住友化学
クミアイ化学工業

日本農薬（22452） 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

イッポンDジャンボ

ダイムロン……8.0％
ピラクロニル……4.0％
ブロモブチド……12.0％
ベンスルフロンメチル……1.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
住友化学
クミアイ化学工業

日本農薬（22440） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで
（北海道、東北を除く全域）

イネヒーローフロアブル
メタゾスルフロン……1.9％…
ダイムロン……19.0％…
ペントキサゾン……5.7％

日産化学
エス・ディー・エス…バイオテック
科研製薬（23753）

科研製薬（23753）
三井化学アグロ 500g／10a 3年 500㎖×20本 移植後5日〜ノビエ3葉期まで

イネヒーロー 1キロ粒剤
メタゾスルフロン……1.0%
ダイムロン……10.0%…
ペントキサゾン……3.0%

日産化学（23226）
エス・ディー・エス…バイオテック
科研製薬（23225）

科研製薬（23225）
三井化学アグロ 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋

4㎏×4袋 移植時、移植直後〜ノビエ3葉期まで

イネヒーロージャンボ
メタゾスルフロン……2.5%…
ダイムロン……25.0%…
ペントキサゾン……7.5%

日産化学（23526）
エス・ディー・エス…バイオテック
科研製薬（23525）

科研製薬（23525）
三井化学アグロ 500g／10a 4年 400g（40g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ3葉期まで

イノーバDX…1キロ粒剤51

ダイムロン……4.5％
フェントラザミド……2.0％
ブロモブチド……7.5％
ベンスルフロンメチル……0.51％

エス・ディー・エス…バイオテック
バイエルクロップサイエンス（21120）
住友化学
クミアイ化学工業

バイエルクロップサイエンス（21120） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋
4㎏×4袋

移植時、移植直後〜ノビエ2葉期まで
（北海道、東北を除く全域）

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

銀河フロアブル
ダイムロン……20.0%
ピラクロニル……4.0%
メタゾスルフロン……2.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
日産化学（23353）

日産化学（23353） 500㎖／10a 3年 500㎖×20本 移植後5日〜ノビエ3葉期まで

銀河１キロ粒剤
ダイムロン……10.0%
ピラクロニル……2.0%
メタゾスルフロン……1.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
日産化学（23222）

日産化学（23222） 1㎏／10a 4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

銀河ジャンボ
ダイムロン……25.0%
ピラクロニル……5.0%
メタゾスルフロン……2.5％

エス・ディー・エス…バイオテック
協友アグリ
日産化学（23223）

日産化学（23223） 400g／10a 5年 400g（40g×10パック）×20袋 移植後5日〜ノビエ3葉期まで

クサトリエース粒剤17
カフェンストロール……1.0％
ダイムロン……2.0％
ベンスルフロンメチル……0.17％

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
クミアイ化学工業

三井化学アグロ（21765） 3㎏／10a 4年 3㎏×8袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで
（北海道、東北を除く全域）

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.



4-2 . ダイムロン関連剤一覧 （　）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

クサトリエースLジャンボ
カフェンストロール……7.0％
ダイムロン……15.0％
ベンスルフロンメチル……1.7％

エス・ディー・エス…バイオテック（19614）
エス・ディー・エス…バイオテック（19614）
クミアイ化学工業（19615）

三井化学アグロ（22491） 300g／10a 5年 300g（30g×10パック）×20袋
移植後3日〜ノビエ2葉期まで
（北海道、東北を除く全域。九州はノビエ2.5
葉期まで）

クラッシュＥＸジャンボ
イマゾスルフロン……1.8％
カフェンストロール……4.2％
ダイムロン……20.0％

住友化学（20407）
エス・ディー・エス…バイオテック（20409）
エス・ディー・エス…バイオテック（20409）

住友化学（20407） 500g／10a 3年 500g（50g×10パック）×10袋 移植後3日〜ノビエ2葉期まで

月光フロアブル
カフェンストロール……5.4%
ダイムロン……30.0%
メタゾスルフロン……2.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（23218）
エス・ディー・エス…バイオテック（23218）
日産化学（23217）

日産化学（23217） 500㎖／10a 5年 500㎖×20本 移植後3日〜ノビエ3葉期まで

月光１キロ粒剤
カフェンストロール……3.0%
ダイムロン……15.0%
メタゾスルフロン……1.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（23216）
エス・ディー・エス…バイオテック（23216）
日産化学（23215）

日産化学（23215） 1㎏／10a 4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

月光ジャンボ
カフェンストロール……7.5%
ダイムロン……37.5%
メタゾスルフロン……2.5％

エス・ディー・エス…バイオテック（23350）
エス・ディー・エス…バイオテック（23350）
日産化学（23349）

日産化学（23349） 400g／10a 4年 400g（40g×10パック）×20袋 移植後3日〜ノビエ3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

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4葉期まで

ゴウワンDLジャンボ

オキサジクロメホン……0.86%
クロメプロップ……4.3%
ダイムロン……6.4％
ブロモブチド……8.6％
ベンスルフロンメチル……0.73％

全農（バイエルクロップサイエンス）
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
住友化学
クミアイ化学工業

北興化学工業（22499） 700g／10a 3年 700g（70g×10パック）×20袋 移植直後〜ノビエ2葉期まで

ゴーサイン粒剤
イマゾスルフロン……0.30％
エスプロカルブ……7.0％
ダイムロン……5.0％

住友化学（18576）
日産化学
エス・ディー・エス…バイオテック（18578）

OATアグリオ（23664） 3㎏／10a 5年 3㎏×8袋 移植後5日〜ノビエ2.5葉期まで
（北海道は移植後10日〜）

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

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.



4-3 . ダイムロン関連剤一覧 （　）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

サラブレッドフロアブル
イマゾスルフロン……1.7％
オキサジクロメホン……1.2％
ダイムロン……18.0％

住友化学
全農（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（20435）

協友アグリ（20434） 500㎖／10a 4年 500㎖×20㎖
2ℓ×6 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

サラブレッドRXフロアブル

イマゾスルフロン……1.7％
オキサジクロメホン……1.2％
クロメプロップ……6.6％
ダイムロン……9.5％

住友化学
全農（バイエルクロップサイエンス）
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

協友アグリ（20948） 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

ショウリョクS粒剤

イマゾスルフロン……0.3％
カルタップ……5.3％
カフェンストロール……0.7％
ダイムロン……1.7％
ブロモブチド……3.0％

住友化学（22997）
住友化学（22997）
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
住友化学（22997）

住友化学（22997） 3㎏／10a 5年 3㎏×6袋 移植直後〜ノビエ2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

ダッシュワンフロアブル ダイムロン……22.9％
ペントキサゾン……3.8％

エス・ディー・エス…バイオテック（21165）
科研製薬 北興化学工業（21166） 500㎖／10a 4年 500㎖×20本

2ℓ×6本 〜-7（*1）、移植時、+0〜ノビエ1Lまで

テマカットフロアブル ダイムロン……28.0％
ペントキサゾン……7.2％

エス・ディー・エス…バイオテック（19849）
科研製薬（19848） 科研製薬（19848） 500㎖／10a 4年 500㎖×20本 〜-7（*2）、移植時、+0〜ノビエ1L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

ネビロス-ラジカルジャンボ
カフェンストロール……15.0％
シクロスルファムロン……3.0％
ダイムロン……30.0％

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

OATアグリオ（20937） 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

パデホープ1キロ粒剤 ダイムロン……15.0％
プレチラクロール……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック（18914）
シンジェンタジャパン クミアイ化学工業（18913） 1㎏／10a 4年 1㎏×12袋 〜-7（*2）、+0〜ノビエ1Lまで

フォローアップ1キロ粒剤 ダイムロン……10.0％
ペノキススラム……0.60％

エス・ディー・エス…バイオテック
ダウ・アグロサイエンス日本 三井化学アグロ（22371） 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋

10㎏×1袋 移植後15日〜ノビエ5葉期まで

ラオウフロアブル

ダイムロン……11.3％
フェノキサスルホン……2.8％
フェンキノトリオン……4.7％
ベンスルフロンメチル……1.4％

エス・ディー・エス…バイオテック
クミアイ化学工業（24581）
クミアイ化学工業（24581）
クミアイ化学工業（24581）

クミアイ化学工業（24581） 500㎖／10a 4年 500㎖×20本
2ℓ×6本 移植時、移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

ラオウ1キロ粒剤

ダイムロン……6.0％
フェノキサスルホン……1.5％
フェンキノトリオン……2.5％
ベンスルフロンメチル……0.75％

エス・ディー・エス…バイオテック
クミアイ化学工業（24579）
クミアイ化学工業（24579）
クミアイ化学工業（24579）

クミアイ化学工業（24579） 1㎏／10a 5年
1㎏×12袋
10㎏×1袋
40㎏×1袋

移植時、移植直後〜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.



4-4 . ダイムロン関連剤一覧 （　）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

ラオウジャンボ

ダイムロン……24.0％
フェノキサスルホン……6.0％
フェンキノトリオン……10.0％
ベンスルフロンメチル……3.0％

エス・ディー・エス…バイオテック
クミアイ化学工業（24580）
クミアイ化学工業（24580）
クミアイ化学工業（24580）

クミアイ化学工業（24580） 250g／10a 4年 250g×20袋
750g×10袋 移植直後〜ノビエ2.5葉期まで

レブラス1キロ粒剤

ジメタメトリン……1.0％…
ダイムロン……10.0％…
テフリルトリオン……3.0％
メタゾスルフロン……1.2％

日産化学（23689）
エス・ディー・エス…バイオテック
バイエルクロップサイエンス
日産化学（23689）

日産化学（23689） 1㎏／10a 3年 1㎏×12袋
10㎏×1袋 移植後14日〜ノビエ4葉期まで

レブラスジャンボ

ジメタメトリン……2.5％
ダイムロン……25.0％
テフリルトリオン……7.5％
メタゾスルフロン……3.0％

日産化学（24195）
エス・ディー・エス…バイオテック
バイエルクロップサイエンス
日産化学（24195）

日産化学（24195） 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

レブラスエアー粒剤

ジメタメトリン……2.5％
ダイムロン……25.0％
テフリルトリオン……7.5％
メタゾスルフロン……3.0％

日産化学（24221）
エス・ディー・エス…バイオテック
バイエルクロップサイエンス
日産化学（24221）

日産化学（24221） 400g／10a 3年 1.2㎏×10袋 移植後14日〜ノビエ4葉期まで

ワイドアタックD1キロ粒剤 ダイムロン……10.0％
ペノキススラム……0.60％

エス・ディー・エス…バイオテック
ダウ・アグロサイエンス日本（22372） 日本農薬 1㎏／10a 5年 1㎏×12袋 移植後15日〜ノビエ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.




