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1.件  名  残留農薬分析

2.受託試料 1検体  なめこ

3。 分析項目  残留農薬 350成分一斉分析

5。 分析結果

超臨界流体抽出―GCノMS法
「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法に

ついて」平成 17年 1月 24日 付食安発第 0124001号 (LC/MS/MS法 )

別紙のとお りです
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分 析 結 果 報 告 書
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No.U03-090‐ 1‐ 1

平成 22年 3月 26日

茨城県第 40号

件   名
残留農薬分析

350成分一斉分析

検体受領 日 平成22年 3月 23日

採 取 者 貴 組 合

検 体 名 なめこ

分 析 結 果

別表農薬350成分について分析 した結果、すべての成分が不検出でした。

一以下余白一

分 析 方 法

超臨界流体抽出‐GC/MS法
「食品に残留する農薬、飼料添力日物又は動物用医薬品の成分である物質
の試験法について」平成 17年 1月 24日 付食安発第 0124001号 (LC/MS/MS法 )
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*残留農薬一斉分析(350成分)は、以下の農薬成分を分析 ンています
1 BHC カフエンストロータレ シフルフェナミド

CVP カプタホール ジフルフェニカン

DDT カルバリル ジフルベンズロン

EPN カルフェントラゾンエチタレ シプロコナゾール

EPTC カルベタミド シプロジニル

XIIC カルボキシン シベルメトリン

アクリナトリン カタレボフラン シマジン

アザコナゾール キナルホス シメコナゾール

アジンホスメチル キノキシフェン ジメタメトリン

アセタミ/1Jド キノクラミン 110 ジメチピン

アセトクロール キノメチオネート ジメチリモール

アゾキシストロビン キヤプタン ジメチルシ ホス

アトラジン キントゼン ジメテナミド

アニロホス クレソキシムメチル 114 ジメトエート

アミトラズ クロキントセットメキシル ジメトモルフ

アメトリン クロジナホッププロパルギル シメトリン

アラクロール クロゾリネート ジメピペレート
アラマイト クロマゾン シラフルオフェン

アリドクロール クロメ時 シニル シンメチリン

アル岡 ン 70 クロルタールジメチル スピロキサミン

アレスリン クロ,レデン スルホテプ

イサゾホス クロルピリホス ゾキサミド

イソキサチオン クロルピリホスメチル ターバシル

イソフェンホス 74 クロルフェナピル 124 ダイアジノン

イソプロカルプ クロルプロフアム ダイアレート

イソプロチオラン クロルベンジレート チアゾビル

イプロジオン クロロクスロン チオメトン

イプロバリカルプ クロロネブ チフルザミド

イプロベンホス ケルセン ディルドリン

イミベンコナゾール サリチオン テクナゼン

ウエコナゾール P シアナジン テトラクロルビンホス

エクロガ ール シアノホス テトラコナゾール

エスプロカルプ ジエトフェンカルプ テトラジホン

34 エタルフルラリン 84 ジオキサチオン テニルクロール

エチオン シクロエート テブコナゾール

エチルチオメトン ジクロシメット テブフェンピラド

エデイフェンホス ジクロフェンチオン テフルトリン

エトフェンプロックス ジクロプトラゾール デルタメトリン
エトフメセート ジクロフルアニド テルプカルプ

40 エトプロホス 90 ジクロホップメチル テルプトリン

41 エトベンザニド ジクロラン テルブホス

42 エトリムホス ジクロルボス 142 トラロメトリン

43 エンドリン ジクロルミド 143 トリアジメノール

44 オキサジアゾン ジチオピル 144 トリアジメホン

オキサジキシル シニジ エチル И
■ トリアゾホス

オキサジクロメホン シハロトリン ”
仕 トリアレート

И
■ オキサベトリニル シハロホップブチル 147 トリクロルホン

48 オキシカルボキシン ジフェナミド 148 トリシクラゾール
月
■ オキシフルオロフェン ジフェノヨナゾール ”

４ トリチヨナゾール

50 カズサホス シフルトリン 150 トリブホス



トリフルミゾール フェンクロルホス プロメトリン

トリフルラリン フェンスルホチオン プロモブチド

トリフロキシストロビン ｎ
υ フエンチオン 253 プロモプロピレート

卜,レクロホスメチル 204 フェントエート プロモホス

トフレフェンピラド フェンバレレート 255 プロモホスエチル

ナフチルアセタミド フェンプロパトリン 256 ヘキサヨナゾール

ナプロパミド フェンプロピモルフ ヘキサジノン

ニトロタールク プロピル 208 フサライド ヘキサフフレムロン

ノノウレロン プタクロール ベスロジン

ノルフルラゾン 210 ブタフェナシル ベナラキシル

パクロプトラゾール ブタミホス ベノクサコール

パラチオン プチレート ヘプタクロル

パラチオンメチル プピリメート ペブレート

ハルフェンプロックス ブプロフェジン 264 ベルメトリン

ビオレスメトリン フラチオカルブ ベンコナゾール

ピコリナフェン 216 フラムプロップメチル ベンシクロン

ビテタレタノール フラメトピル ベンスリド

ビフェナゼート フリラゾール ベンゾエピン

ビフェノックス フルアクリピリム ベンチオカープ

ビフェントリン 220 フルオメツロン ベンデイメタリン

ピベロニルプトキシド フルキンコナゾール ベントキサゾン

ピペロホス 222 フルジオキソニル ベンフレセート

ピラクロホス フルシトリネート ホサロン

174 ピラゾキシフェン 224 フルシラゾール ボスカリド

ピラフルフェンエチル 225 フルチアセットメチル 275 ホスチアゼート

ピリダフェンチオン フルトラニル ホスフアミツ

ピリダベン フルトリアホール ホスメット

ピリダリル フルバリネート ホノホス

ピリフェノックス ０
‘ フルフェノクスロン ホレート

ピリフタリド フルミオキサジン マイレックス

ピリブチカルプ フルミクロラックペンチル マラチオン

ピリプロキシフェン 232 フルリン ミクロプタニル

ピリミカープ プレチラクロール メタクリホス

ピリミジフェン 234 プロクロラズ メタベンズチアズロン

ピリミノバックメチル プロシミレ メタラキシル

ピリミホスメチル プロチオホス メチダチオン

ピリメタニル プロパクロール メチルダイムロン

ピロキロン プロパジン メトキシクロル

ビンクロゾリン プロパニル メトプレン

ファムフール 240 プロパホス メトミノストロビン

フィプロニル 241 プロパルギット メトラクロール

フェナミホス 242 プロピコナゾール 292 メパニピリム

フェナリモル ”
■ プロビザミド メビンホス

フェニトロチオン И
■ プロヒ陶 ジャスモン メフェナセット

フェノキサニル И
■ プロフアム メフェノキサム

フェノキサプロップェチル プロフェノホス メフェンピルジエチル

フェノキシカルプ 247 プロペタンホス メプロニル

フェノチオカルプ 248 プロベナゾール モリネート

フェノブカルプ ４
■ プロマシル ラクトフェン

フェンアミツ プロメカルプ 300 レナシル



1-ナフタレン酢酸 チアクロヽ力
'ド2,4-D チオジカルプ

4-CPA チフェンスルフロンメチル

304 DCMU(ジウロン) テプフェノジド

MCPA テフルベンズロン

PⅡC(プロポクスル) _コスルフロン

アシベンゾラタレーS―メチ,レ ニテンピラム

アルジカルプ バミドチオン

イマザリル ピリデート

イミダクロプリド フェンピロキシメート

インドキサカルプ チオファネートメチル

エトキサゾール フェンヘキサミド

エマメクチン安息香酸塩 フラザスルフロン

オキサミル ヘキシチアゾクス

カルプロノミド 340 ベンスルフロンメチタレ

キザロホップエチル 341 ベンダイオカルプ

クレトジム 342 ベンタゾン

クロチアニジン “
■ メソミル

クロマフェノジド 344 メタミドホス

クロメプロップ ”
■ メタミトロン

シヘキサチン ４
■ メチオカルプ

クロルスルフロン ′
■ メトスルフロンメチル

シアゾフアミド “
■ モノクロトホス

324 ジカンバ “
■ リニユロン

シモキサニル ルフェヌロン


