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御依頼のありました検体について､試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします｡

o@

試験項目P(T,5果 劔.榎ｨ岑ﾌ�&ﾂ����ﾒ��基準値 1(Ppm) 倩靈�ﾘ�m｢�倩靈�ﾈｸ悗����ﾒ��定量下限値 (ppm) 唸��ｮ顏�&ﾂ����ﾒ��

1 釘ﾘ4�8ﾘ8ｸ7H4x6ﾘ4ﾈ5i�ﾈ褫ｲ�検出せず ������0.02 鼎h險4�8ﾘ6�4�6ｨ5x92�佶��+�+��0.1 鉄��

2 �(��2�検出せず ����"�jo.2 鼎r�クロフエンテジン 佶��+�+��1 -0.1i20 

3 妊EB��検出せず ����"�0.2 鼎��クロマフエノジド 佶��+�+��0.1 �#��

4r 廼��8ﾉ��+�+��������- 鼎��クロラントラニリブロール 佶��+�+��0.1 鉄��

5;γ-B‖C(リンデン): 剏沛oせず ������!0.05 鉄��クロリダゾン 佶��+�+��0.01 辻�

6iアクリナトリン! �.検出せず �����｣���鉄��クロルデン 佶��+�+��0.01 ����"�

7 �4�5x8�5�8ｸ7H8ﾘ92�検出せず ��｢������鉄"�クロルビリホス 佶��+�+��l 0.1 ����

8§ �4�5ｨ5�7�7h8ｨ6��L検出せず �����30 鉄2�タロルフエナピル 佶��+�+��0.1 鼎��

9アセフェート 剏沛oせず �����0.2 鉄C�5�8ﾘ8ｸ7H8ｸ4�5�8ﾘ92�佶��+�+��0.1 ����

lo垂 �4�5ﾘ4ﾈ5h5�6x8ﾘ7(92�検出せず �����10 鉄R�!クロルプロファム(ⅠPC) 佶��+�+��0.01 辻�

ll �4�6x8�5x92�検出せず ������0.1 鉄b�クロロタロニル(TPN) 佶��+�+��0.1 ����

12l �4�6�8�4�6�92�検出せず ��ﾃ��1 鉄s(5h4�6�5x92�佶��+�+��0_01 辻�

13 �4�8�4�8ﾘ�ｸ8ｲ�検出せず ������l 鉄��シアノホス(CYAP) 佶��+�+��0.01 辻�

14 �4�8�6ｨ4ｨ8ｸ7R�ミ検出せず �����5 鉄��jシアントラニリブロール 佶��+�+��0.1 �3��

15 �4�8ｸ6�8ｨ98ｷ�-�6h4(8ｸ6�8ｨ92�検出せず ������0.01 田��ジウロン 佶��+�+��0.1 ���

16 �485ﾈ4X8ﾘ92�】検出せず ������- 田��.ジエトフエンカルブ 佶��+�+��0.1 迭�

17 �485ﾈ4ﾈ5H6�4�92�検出せず ����R�0,5 田"�シエノピラフエン 佶��+�+��0.1 田��

18 �485ﾈ7h8ﾘ6�4�8�92�検出せず. ������- 田2�ジクロシメット- 佶��+�+��0.01 辻�

19 �487h8ﾘ5x4�92�検出せず■ ��ﾃ��20 田B�シクロプロトリン 佶��+�+��0.01 辻�

20 �487h8ﾘ7�987ｨ5��D%���検出せず■ 汎����- 田R�ジクロベニル 佶��+�+��0.01 辻�

21妻 �487�5�4�8ﾘ7h8ｨ6��検出せず0.1 �10 田b�ジクロルプロップ 佶��+�+�������辻�

22rイミノクタジン 剏沛oせず �����10 田r�ジスルホトン 佶��+�+Х��������R�

23 �487�7�985(6�5ﾒﾘ8ｲ�検出せず �����15 田��ジノテフラン 佶��+�+�,c�����#R�

24 �48986�4ﾈ5H4ｨ8ｸ7R�検出せず 免����- 田��シハロトリン≡検出せず �0.115 

25 定4X6ｨ5(6�5ﾒﾘ8ｵ��検出せず ������- 都��ジフエノコナゾ-ル…検出せず �0.115 

-26 �4x6�4�8ﾘ5ｲﾘ6r�検出せず ������- 砺��シフルトリン ���ﾉ��+�+��l 0.1 �#��

27 �4x6�7h8ﾘ�ｸ8ｲ�検出せず �����10 都"�シフルフエナミド 佶��+�+��0.01 辻�

28 �4x6x4ﾈ5H5ﾒﾘ8ｸｹ�ﾉ��+�+�������l15 都:(5x7H8ｸ7�985�8ﾘ92�佶��+�+��0.1 �#��

29 �4x6x7H4x987X8ﾘ6(4�5��を検出せず �����!10 都H5h7H8ｸ8�6x7H4x92�佶��+�+��0,1 鼎��

30 �4x7ﾘ8�4�6�98���xﾘ�褸冉ﾅ���+�+������V飛絣�都R�シプロコナゾ-ル 佶��+�+��0.01 辻�

31 �4x986�5�8ｸ7H4�92�検出せず ����3��都b�シプロジニル 佶��+�+��0.01 辻�

32 �4x986�8ｨ92�検出せず �����R�l不検出 都r�シベルメトリン 佶��+�+��3�������#��

33 �4�4ﾈ5H7�8ｲ�検出せず 鳴������都��■シマジン(CAT) 佶��+�+�*ﾃ�����辻�

34 �4�8�6x4x�ｸ6r�検出せず �����l1 蔦s��lシメコナゾ-ル 萄ﾉ��+�+��0.110 

35 �4ｨ5�5H7ｨ5��検出せず;0.01 �- 塔��ジメタメトリン 綿ﾉ��+�+��0,01 辻�

36 冉ﾘ4ｨ8ｸ6�8ｨ8ｲ��2��検出せずミ0.1 �1.0 塔��ジメテナミドi検出せず �0.01 辻�

37 儘ﾘ8ｸ7H4x986x8�5ﾘ984x6�8ｲ�検出せず ������0.1 塔"�ジメトエート 佶��+�+��0.1 ���

38≡カルへ寸げシ上ム/チオ77ネ-ト/チオ77ネ-トメチル/ヘ1'ベル 剏沛oせず �����10 塔2�ジメトモルフ 佶��+�+��0.01 辻�

39卜カルボスルフアン 剏沛oせず ������- 塔B�シメトリン 佶��+�+��0.01 辻�

40 �4ｨ8ｸ7ﾈ7H8�92�㌢検出せず ������- 塔R�:シラフルオフエン 佶��+�+��3������

叶キザロホップエチル及びキザロホップpテプリ′∴…検出せず 剴�����- 塔b�;スピネトラム 佶��+�+��0.1 都��

-42 �4ﾈ6ﾘ4�8�7�92��4竰�検出せず ������l 塔r�モスピノサド 佶��+�+��0.1 �"�

43庫ヤブタン 剏沛oせず ������r 塔��ｨ5�788ﾘ5x4�8ﾘ7H4x92�佶��+�+��0.1 �#��

44 ���4鉅7�8ｸ8ﾘ92�;検出せず �6r������塔��スピロメシフエン 佶��+�+��0.1 �3��

45 �4�8ﾈ5ﾈ4ﾈ5h8�8�6�8ｲ�検出せず ��ﾃ��R�涛��タ-バシル 佶��+�+��0.01 

備 倩靈�_ｹd�ｩ[ﾙ�ﾃ�yD��ﾈ�#I?ｩ���Jﾙ�c��#C���ﾘj)�鰻�,俶9z�+x.僞�*H飆{�5��Z永H,ﾙ:饂駅��9o)V�,ﾂ�

成分である物質の試験法｣(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)によるo 

参考基準:茶注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さいo 
考 ��h韋ﾋ�ﾈｸ惠,ﾊ(ﾉ��+�+�8,ﾙ.榎ｨ岑ﾌ�&ﾉj)i�/�麌+X-ﾈ+x�ｲ�

lP.1/2 

試験結果は､供与された試料についての結果であり､当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございませんo　本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい｡



受付番号　21006921-001

報告　日　2021年11月19日

試験項目∃試験結果 劔.榎ｨ岑ﾌ�&ﾈ���基準値 倩靈�ﾘ�m｢�倩靈�ﾈｸ惠�｢�定量下限値. 舒顏�&ﾂ�
1 �(ppm)_ 仲��ﾒ��(ppm) 剪���ﾒ��(ppm) 仲��ﾒ��

91 �5�484�5x6ﾘ92�検出せず ������0.1 ��Cb�フエンプロパトリン 佶��+�+��0.1 �#R�

92. �6�4�4�8ﾘ7h8ｨ6��検出せず �����25 ��Cr�フサライド 佶��+�+��0.01 辻�

93 �6�4�8�6x4ﾈ5H8��0.2 �����20 ��C��ブタミホス 佶��+�+��0.01 辻�

94弓 �6�4�5x4ｨ8ｸ7hｷ�-�8�5ﾈ7�8ｲ�検出せず �����20 ��C鳴�ププロフエジン 佶��+�+��0.1. �3��

9.5 �6�4�7�984ｨ8ｸ7b�検出せず ������- ��S��フラザスルフロン 佶��+�+��0.0110.02 

96 �6h5�8�6h487H4�8��検出せず ��ﾃ���- ��S��フラメトピル 佶��+�+���0.01】 辻�

97 �6X6x8�5(6�5ﾒﾘ8ｲ�検出せず0.1 �20 ��S"�フルアクリピリム 佶��+�+Υ�0.01 辻�

98 �6X6x8�5x7ｨ94ﾂ�検出せずj ����vﾂ�0.7 ��S2�フルアジナム 佶��+�+��3����迭�

99 �6X7X5(6�5ﾒﾘ8ｳｸﾉ��+�+�����������SB�フルジオキソニル 佶��+�+����0,01 辻�

100テプチウロン 剏沛oせず ������- ��SX���フルシトリネ-ト∃ 佶��+�+��0.1 �#��

lol≡ �6X7h7H4x6ﾘ5x6��検出せず �����25 ��Sh��7H8ｸ6x8�6ｨ8ｲ�佶��+�+��0.01 辻�

102 �6X7h7H4x987(8�6��検出せず �����2 ��Sx���フルバリネ-ト 佶��+�+��0.1110 

103 �6X7h8�8ﾘ4ﾈ5h5x8��検出せず ������- ��S��フルフエノクスロン 佶��+�+��0.1 ��R�

104 �6X7H8ｸ6x8ｨ92�検出せず! ����"�0.2 ��S���フルベンジアミド 佶��+�+や�0.1 鉄��

105 �6X7H8ｸ7�985�8ﾘ92�検出せず; �����20 ��c��フルミオキサジン 佶��+�+��0.01 辻�

106 �6h8ｸ5�8�6x8ｨ98ｷ�-�6x8�8ﾘ8�6x8ｨ92�検出せず至0.1 �5 ��c��プロクロラズ 佶��+�+�������������

107: �6x8ｨ4�5x8�6ﾘ�ｸ8ｲ�検出せずミ �����20 ��c"�プロシミドン 佶��+�+�����辻�

108喜 �6x8ｨ4�5x8�7ｨ92�検出せず!0.1 �1 ��c2�プロチオホス 佶��+�+��｣����迭�

109iトリクロピル. 剏沛oせず ������0.03 ��cB�フロニカミド 佶��+�+��0.1 �3��

110 唸6x8ｨ4�8ﾘ8ｸ7ｨ92ДU�鳴�検出せず ����S��0.50 ��cV�7h8ﾘ7�8ｸ4ﾘ686sｸﾉ��+�+���0.1 迭�

111 �6x8ｨ5h4�8�5ﾒﾘ8ｲ�検出せず ������- ��cb�プロピコナゾ-ル 佶��+�+��0.01. �����

112 �6x8ｨ7H8ｸ7�5ﾒﾘ8ｲ�検出せず �����15 ��cxｮﾈ7h8ﾘ785X7�6��佶��+�+��0.01 

113 �6x8ｨ7H8ｸ8�8ｨ92�検出せず ������0.05 ��c��プロフエノホス 佶��+�+��0.020.2 

114: �6x8ｨ7H8ﾘ4ﾈ5h5�6x8ﾘ7(92�検出せず. �����5 ��c��書プロベナゾ-ル 佶��+�+С�0.01 辻�

115;トリホリン 剏沛oせず ������- ��s��;プロマシル 佶��+�+��0.01 辻�

1161 �6x8ｸ4�8ﾘ7ｨ5�8�6�8ｲ�,検出せず■ ������- ��s��プロメトリン 佶��+�+茜��0.01 辻�

117 �6x8ｸ7H4x987(8�6��検出せずjo.1 �30 ��s"�-キサクロロベンゼン 佶��+�+��0,01 ����"�

118 �6�7h8ﾘ7�7�6��弓検出せず ������- ��s2�-キサコナゾ-ル≧検出せず �0.01 辻�

119 �6ｨ6X98788�8��ミ検出せず �����10 ��sB�へキシチアゾクス �����+�+��0.1. ��R�

120 �6�4�8ﾘ7X6x8�5ﾒﾘ8ｲ�■検出せず ������1 ��sR�≡-ブタクロル ��靄��+�+��0.01 

121 �6�8ﾘ5�8ｸ7H8ﾘ988�6�8ｲ�検出せず ������- ��sb�弓ベルメトリン 佶��+�+や�0.1.20 

122 亶ﾈ7(6X8ｸ5�6ﾘ�ｸ8ｲ�検出せず �$����0.1 ��sr�ペンシクロン 佶��+�+ゅ�����辻�

123!ビフエナゼ-ト 剏沛oせず 撞����2 ��s��ペンスルフロンメチル 佶��+�+��0,01 辻�

124 �7(7H4x986x8ｨ92�検出せず…0.1 �30 ��s��ベンタゾン 佶��+�+��0,01 ����"�

125 �787H8ｸ7h7�6��…検出せず �����50 �����ペンデイメタリン 佶��+�+��0.01 辻�

126 �788�4�8ﾘ5�6x8ﾘ7(92�検出せず ����#R������iベンフラカルプ喜検出せず �0.01 辻�

127 定7(8�5ﾘ8ｨ6ﾂﾘ6r�検出せず ������0.02 ���"�庫スカリド 佶��+�+��0.1 田��

128 �788�7H8ｸ7H4x984x6�8ｲ�検出せず ������0.05 ���2�】ホスチアゼ-ト 佶��+�+��0.01 辻�

129:ピリダベン 剏沛oせず �����10 ��ィ�マラチオン 佶��+�+��:0.01 辻�

130 �788ｨ7H8ｸ4ﾈ6�5ﾘ92�l検出せず �������20 ��コ�マンデストロビン 定ﾉ��+�+��0.1 鼎��

131 �788ｨ7h8ﾘ4ﾈ5h7H4x92�!検出せずiO.1 �15 ��ッ�■ミクロブタニル 迄ﾉ��+�+��0,120 

132 �788ｨ7�984ｨ8ｸ7R�検出せず 鳴�����【40 ��ビ�ミルべメクチン 亶ﾈﾉ��+�+��【0.1 免ﾂ�

133 �788ｨ7�5x7H4x92�検出せず �����｣R���モ�:メタミドホス 佶��+�+Υ����������R�

134 �788ｨ7�7ｨ5�8�6�8ｲ�検出せず ��ﾃ��l10 ��ヲ�…メタラキシル及びメフエノキサム 佶��+�+��0.01 辻�

135 �788ﾈ6x8ｨ92�検出せず �����3 �����弓メチダチオン(DMTP) 佶��+�+��0,1 ���

136 �<X7h4�8(4ﾈ5H6�92�検出せず ������- �����:メトキシフエノジド 迄ﾉ��+�+��0,1 鼎��

137 �7H4x6�8ｨ8(8ｲ�■検出せず;0.01 �0.05 ���"�メトラクロール �7靄��+�+��0.01 辻�

138 �7H4x6ｨ6x8ﾘ6�4�92�U���!検出せず ������Fo.1 ���2�Lメトリブジン 定ﾉ��+�+��lO.01 �����

139 �7H4x6ﾘ6�4�4ｨ8ｸ7b�検出せず ��������釘�メパニピリム 佶��+�+��0.01 辻�

140 �4X4x6ﾘ7h4ｨ8ｸ7b�%�ﾔ2��検出せず ������- ��店�88�7h8ﾘ6ｨ8ｲ�佶��+�+��0.01 

141:フエンチオン(MPP) 剏沛oせず ������- ��澱�モリネ-ト ��ﾉ��+�+��0.01 辻�

142 舒ﾈ7H4x986x4x�ｸ6r������検出せず 牝����0.02 ��途�リニユロン 蜜ﾉ��+�+��0.01 ����"�

143 �7H4x986�8ﾈ8ﾂﾘ6r�:;検出せず �����l1.0 ��唐�ノレフエヌロン 佶��+�+��0.1110 

144 �7H4x97F�8ﾘ4ﾈ5h8��ｸ6r�■検出せず �����40 ��湯�…レナシル 佶��+�+��0.01 鳴�ﾂ�
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試験結果は､供与された試料についての結果であり､当該試料の母集EEを保証もしくは認証するものではございませんo本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい｡


