
化管法の政令改正に伴うラベル表示に関する新旧対照表

SDS制度に関して、改正後の指定物質のSDS提供は2023年 (令和5年) 4月1日からとなります。

会社名＝　株式会社理研ｸﾞﾘｰﾝ 問合せ先電話番号＝　03-6802-8587 作成日⇒ 2022/10/17

分類 商品名 登録番号
旧 (2023年3月31日まで)
指定物質名 (種別・現行政令番号) 含有率

新 (2023年4月1日以降)
指定物質名 (種別・管理番号) 含有率 概況 備考

殺虫剤 ｱｽﾄﾛ乳剤 22336 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ又はBPMC (1種428) 50.0% ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ又はBPMC (1種428) 50.0% 変更なし
殺虫剤 ｱｽﾄﾛ乳剤 22336 ｷｼﾚﾝ (1種80) 13.1% ｷｼﾚﾝ (1種80) 13.1% 変更なし
殺虫剤 ｱｽﾄﾛ乳剤 22336 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種53) 25.2% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種53) 25.2% 変更なし
除草剤 ｳｨｰﾃﾞﾝWDG 22320 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ (1種172) 30% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ (1種172) 30% 変更なし
除草剤 理研ｳｪｰﾌﾞﾙ顆粒水和剤 21139 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ (1種148) 45.0% ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ (1種148) 45.0% 変更なし

殺虫剤 ｴｱｰﾀｯｸ乳剤 15268
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が
12から15までのもの及びその混合物に限る｡) (1
種407) 1.2%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が12から
15までのもの及びその混合物に限る｡) (1種407) 1.2%

変更なし

殺虫剤 ｴﾝﾊﾞｰMC 18347 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ (1種350) 10.0% ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ (1種350) 10.0% 変更なし
殺虫剤 ｴﾝﾊﾞｰMC 18347 － ｼﾞﾒﾁﾙ(1-ﾌｪﾆﾙｴﾁﾙ)ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種653) 9.2% 追加
殺菌剤 ｵﾌﾞﾃｲﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23367 － ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ (1種656) 22.7% 追加
殺菌剤 理研ｶﾞｲｱ顆粒水和剤 22357 ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 2.2% ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 2.2% 変更なし
殺菌剤 理研ｶﾞｲｱ顆粒水和剤 22357 － ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ (1種655) 50.0% 追加
除草剤 ｷﾚﾀﾞｰ 13870 － ACN (2種756) 25% 追加
除草剤 ｸﾞﾗﾒｯｸｽ水和剤 15443 ｼｱﾅｼﾞﾝ (1種91) 50.0% ｼｱﾅｼﾞﾝ (1種91) 50.0% 変更なし

殺菌剤 ｸﾞﾗﾝｻｰ水和剤 15761 － ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ (1種636) 75.0% 追加

＜追加注意事項＞
・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等
で消火に努める。
・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
・移送取扱いは、ていねいに行う。・使用量に合わ
せ薬液を調製し、使いきる。

除草剤 ｻﾌﾟﾗｲｽﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 21990 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ (1種172) 15.0% ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ (1種172) 15.0% 変更なし
除草剤 ｼﾏｼﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 13952 ｼﾏｼﾞﾝ又はCAT (1種113) 42% ｼﾏｼﾞﾝ又はCAT (1種113) 42% 変更なし

除草剤 ｼﾏｼﾞﾝﾌﾛｱﾌﾞﾙ 13952
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基の
炭素数が10から14までのもの及びその混合物に
限る｡) (1種30) 2.5%

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が10から14までのもの及びその混合物に限る｡) (1種30)
2.5%

変更なし

その他 理研ｽﾌﾟﾚｲｻﾞｰ 15392 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ (1種410) 20.0%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が9
のものに限る｡) (1種410) 20.0%

名称変更

殺虫剤 理研ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 15350 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ又はMEP (1種251) 50.0% ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ又はMEP (1種251) 50.0% 変更なし
殺虫剤 理研ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 15350 ｷｼﾚﾝ (1種80) 9.3% ｷｼﾚﾝ (1種80) 9.3% 変更なし
殺虫剤 理研ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 15350 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種53) 17.2% ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種53) 17.2% 変更なし
殺虫剤 理研ｽﾐﾁｵﾝ乳剤 15350 ﾄﾙｴﾝ (1種300) 0.5% ﾄﾙｴﾝ (1種300) 0.5% 変更なし
殺虫剤 ｽﾐﾊﾟｲﾝMC 19146 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ又はMEP (1種251) 23.5% ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ又はMEP (1種251) 23.5% 変更なし
殺菌剤 理研ﾀﾞｺｸﾞﾘｰﾝ顆粒水和剤 23061 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ又はTPN (1種260) 50.0% ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ又はTPN (1種260) 50.0% 変更なし
殺菌剤 理研ﾀﾞｺｸﾞﾘｰﾝ顆粒水和剤 23061 ﾁｳﾗﾑ又はﾁﾗﾑ (1種268) 30.0% ﾁｳﾗﾑ又はﾁﾗﾑ (1種268) 30.0% 変更なし
殺菌剤 ﾀﾞｺﾆｰﾙﾀｰﾌ 20210 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ又はTPN (1種260) 53.0% ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ又はTPN (1種260) 53.0% 変更なし
殺菌剤 ﾀﾌｼｰﾊﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19577 ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ (1種117) 10.0% ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ (1種117) 10.0% 変更なし
殺虫剤 ﾀﾌﾊﾞﾘｱﾌﾛｱﾌﾞﾙ 20664 － ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ (1種618) 20% 追加

殺菌剤 ﾀﾌﾏｼﾞｯｸ液剤 24536
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が
12から15までのもの及びその混合物に限る｡) (1
種407) 5.0%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が12から
15までのもの及びその混合物に限る｡) (1種407) 5.0%

変更なし

殺菌剤 ﾄﾞｳｸﾞﾘﾝ水和剤 17832 ｵｷｼﾝ銅又は有機銅 (1種325) 80.0% ｵｷｼﾝ銅又は有機銅 (1種325) 80.0% 変更なし

殺菌剤 ﾄﾞｳｸﾞﾘﾝ水和剤 17832 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ (1種410) 2.3%
ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ(ｱﾙｷﾙ基の炭素数が9
のものに限る｡) (1種410) 2.3%

名称変更

殺虫剤 ﾄｯﾌﾟﾁｮｲｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23970 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ (1種23) 9.1% ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ (1種22) 9.1% 変更なし
除草剤 ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄOD 22918 1-ｵｸﾀﾉｰﾙ (1種73) 1.2% 1-ｵｸﾀﾉｰﾙ (1種73) 1.2% 変更なし
除草剤 ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄOD 22918 ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ (1種438) 10.7% ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ (1種438) 10.7% 変更なし
除草剤 理研ﾊﾌﾟｰﾝ乳剤 20060 ｱﾗｸﾛｰﾙ (1種101) 43.0% ｱﾗｸﾛｰﾙ (1種101) 43.0% 変更なし
除草剤 理研ﾊﾌﾟｰﾝ乳剤 20060 ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種125) 49.0% ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (1種125) 49.0% 変更なし

その他 理研ﾋﾞｵﾛｯｸﾌﾛｱﾌﾞﾙ 19686 －

ｱﾙﾌｧ-ｱﾙｷﾙ-ｵﾒｶﾞ-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾀﾝ-1,2-ｼﾞｲﾙ)(ｱﾙｷﾙ
基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であっ
て､数平均分子量が1,000未満のものに限る｡)及びｱﾙﾌｧ-
ｱﾙｹﾆﾙ-ｵﾒｶﾞ-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾀﾝ-1,2-ｼﾞｲﾙ)(ｱﾙｹﾆﾙ基
の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であっ
て､数平均分子量が1,000未満のものに限る｡)並びにこれ
らの混合物 (1種578) 2.8%

追加

殺菌剤 ﾋﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾛｱﾌﾞﾙ 23861 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ (1種170) 12.0% ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ (2種170) 12.0% 種別変更
殺菌剤 理研ﾌｧﾝﾀｰﾌ顆粒水和剤 23128 － ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (1種622) 40.0% 追加
殺菌剤 理研ﾌｧﾝﾀｰﾌ顆粒水和剤 23128 ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 1.4% ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 1.4% 変更なし
除草剤 ﾌﾟﾛｻﾙﾄ液剤 22900 － ｲﾏｻﾞﾋﾟﾙ又はｲﾏｻﾞﾋﾟﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩 (2種757) 25% 追加

殺菌剤 ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾞﾛｰ水和剤 20864
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基の
炭素数が10から14までのもの及びその混合物に
限る｡) (1種30) 15.0%

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(ｱﾙｷﾙ基の炭素数
が10から14までのもの及びその混合物に限る｡) (1種30)
15.0%

変更なし

殺菌剤 ﾎﾞﾃﾞｨｰﾌﾞﾛｰ水和剤 20864 ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 2.8% ﾄﾞﾃﾞｼﾙ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ (1種275) 2.8% 変更なし
殺虫剤 ﾒｶﾞﾄｯﾌﾟ液剤 19325 ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (1種13) 36.0% － 削除
殺虫剤 ﾒｶﾞﾄｯﾌﾟ液剤 19325 ﾄﾙｴﾝ (1種300) 3.7% ﾄﾙｴﾝ (1種300) 3.7% 変更なし
殺虫剤 ﾒｶﾞﾄｯﾌﾟ液剤 19325 － ﾌﾞﾁﾙｾﾛｿﾙﾌﾞ (1種594) 10.5% 追加

殺菌剤 理研ﾕﾆｿﾞﾝ水和剤 23429
N,N'-ｴﾁﾚﾝﾋﾞｽ(ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)ﾏﾝｶﾞﾝとN,N'-ｴﾁﾚﾝ
ﾋﾞｽ(ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)亜鉛の錯化合物 (1種62)
65.0%

N,N'-ｴﾁﾚﾝﾋﾞｽ(ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)ﾏﾝｶﾞﾝとN,N'-ｴﾁﾚﾝﾋﾞｽ(ｼﾞﾁ
ｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸)亜鉛の錯化合物 (1種62) 65.0%

変更なし

殺菌剤 理研ﾕﾆｿﾞﾝ水和剤 23429 ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ (1種258) 1.6% ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ (1種258) 1.6% 変更なし
殺菌剤 理研ﾕﾆｿﾞﾝ水和剤 23429 － ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ (1種655) 4.3% 追加

除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 21766 －
ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ並びにそのｱﾝﾓﾆｳﾑ塩､ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩､ｶﾘｳﾑ塩
及びﾅﾄﾘｳﾑ塩 (1種605) 48%

追加

除草剤 ﾜｲﾄﾞｳｪｲZ粒剤 22184 ｼｱﾅｼﾞﾝ (1種91) 2.0% ｼｱﾅｼﾞﾝ (1種91) 2.0% 変更なし
除草剤 ﾜｲﾄﾞｳｪｲZ粒剤 22184 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ又はDBN (1種184) 2.0% ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ又はDBN (1種184) 2.0% 変更なし
除草剤 ﾜｲﾄﾞｳｪｲZ粒剤 22184 ｼﾞｳﾛﾝ又はDCMU (1種169) 4.0% ｼﾞｳﾛﾝ又はDCMU (1種169) 4.0% 変更なし
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