
毒物及び劇物指定令                                   2017.06.14公示 

第二条（劇物）第一項第三十二号 

三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

（１） 四―［六―（アクリロイルオキシ）ヘキシルオキシ］―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 

（２） ［二―アセトキシ―（四―ジエチルアミノ）ベンジリデン］マロノニトリル及びこれを含有する製剤 

（３） アセトニトリル四〇％以下を含有する製剤 

（４） 四・四′―アゾビス（四―シアノ吉草酸）及びこれを含有する製剤 

（５） 五―アミノ―一―（二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル）―四―エチルスルフイニル―一Ｈ

―ピラゾール―三―カルボニトリル（別名エチプロール）及びこれを含有する製剤 

（６） 五―アミノ―一―（二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル）―三―シアノ―四―トリフルオロ

メチルスルフイニルピラゾール（別名フイプロニル）一％（マイクロカプセル製剤にあつては、五％）以下を

含有する製剤 

（７） 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤 

（８） 四―アルキル―四"―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤 

（９） 四―アルキル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 

（１０） 四―アルキル―四′―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤 

（１１） 五―アルキル―二―（四―シアノフエニル）ピリミジン及びこれを含有する製剤 

（１２） 四―アルキルシクロヘキシル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 

（１３） 五―（四―アルキルフエニル）―二―（四―シアノフエニル）ピリミジン及びこれを含有する製剤 

（１４） 四―アルコキシ―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 

（１５） 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１６） （Ｅ）―ウンデカ―九―エンニトリル、（Ｚ）―ウンデカ―九―エンニトリル及びウンデカ―一〇―エンニ

トリルの混合物（（Ｅ）―ウンデカ―九―エンニトリル四五％以上五五％以下を含有し、（Ｚ）―ウンデカ―

九―エンニトリル二三％以上三三％以下を含有し、かつ、ウンデカ―一〇―エンニトリル一〇％以上二〇％

以下を含有するものに限る。）及びこれを含有する製剤 

（１７） 四―〔トランス―四―（トランス―四―エチルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれ

を含有する製剤 

（１８） 四―〔五―（トランス―四―エチルシクロヘキシル）―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有

する製剤 

（１９） 四―（トランス―四―エチルシクロヘキシル）―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（２０） トランス―四′―エチル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有す

る製剤 

（２１） 四′―〔二―（エトキシ）エトキシ〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 

（２２） 四―〔トランス―四―（エトキシメチル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（２３） 三―（オクタデセニルオキシ）プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤 

（２４） オレオニトリル及びこれを含有する製剤 

（２５） カプリニトリル及びこれを含有する製剤 

（２６） カプリロニトリル及びこれを含有する製剤 

（２７） 二―（四―クロル―六―エチルアミノ―Ｓ―トリアジン―二―イルアミノ）―二―メチル―プロピオニトリ

ル五〇％以下を含有する製剤 

（２８） 四―クロロ―二―シアノ―Ｎ・Ｎ―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―スルホンアミド及びこ

れを含有する製剤 

（２９） 三―クロロ―四―シアノフエニル＝四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（３０） 三―クロロ―四―シアノフエニル＝四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（３１） 一―（三―クロロ―四・五・六・七―テトラヒドロピラゾロ［一・五―ａ］ピリジン―二―イル）―五―［メ

チル（プロプ―二―イン―一―イル）アミノ］―一Ｈ―ピラゾール―四―カルボニトリル（別名ピラクロニ

ル）及びこれを含有する製剤 

（３２） （Ｅ）―［（四ＲＳ）―四―（二―クロロフエニル）―一・三―ジチオラン―二―イリデン］（一Ｈ―イミダ

ゾール―一―イル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（３３） 二―（四―クロロフエニル）―二―（一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル）ヘキサンニトリ

ル（別名ミクロブタニル）及びこれを含有する製剤 



（３４） （ＲＳ）―四―（四―クロロフエニル）―二―フエニル―二―（一Ｈ―一・二・四―トリアゾール―一―イ

ルメチル）ブチロニトリル及びこれを含有する製剤 

（３５） 高分子化合物 

（３６） シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤 

（３７） Ｎ―（二―シアノエチル）―一・三―ビス（アミノメチル）ベンゼン、Ｎ・Ｎ′―ジ（二―シアノエチル）

―一・三―ビス（アミノメチル）ベンゼン及びＮ・Ｎ・Ｎ′―トリ（二―シアノエチル）―一・三―ビス（ア

ミノメチル）ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤 

（３８） （ＲＳ）―二―シアノ―Ｎ―［（Ｒ）―一―（二・四―ジクロロフエニル）エチル］―三・三―ジメチルブ

チラミド（別名ジクロシメツト）及びこれを含有する製剤 

（３９） 二―シアノ―三・三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤 

（４０） 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル＝四―ブタ―三―エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（４１） 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル＝四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（４２） Ｎ―（一―シアノ―一・二―ジメチルプロピル）―二―（二・四―ジクロロフエノキシ）プロピオンアミド

及びこれを含有する製剤 

（４３） Ｎ―［（ＲＳ）―シアノ（チオフエン―二―イル）メチル］―四―エチル―二―（エチルアミノ）―一・三

―チアゾール―五―カルボキサミド（別名エタボキサム）及びこれを含有する製剤 

（４４） 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれ

を含有する製剤 

（４５） 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）―一―シク

ロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 

（４６） 四―シアノ―四′―ビフエニリル＝四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこれ

を含有する製剤 

（４７） 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝四′―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する

製剤 

（４８） 四′―シアノ―四―ビフエニリル＝トランス―四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）―一―シク

ロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤 

（４９）四―シアノ―四′―ビフエニリル＝四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこれを

含有する製剤 

（５０） 四―シアノフエニル＝トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製

剤 

（５１） 四―シアノフエニル＝トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する

製剤 

（５２） 四―シアノフエニル＝トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する

製剤 

（５３） 四―シアノフエニル＝四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこれを含有する製

剤 

（５４） （Ｅ）―二―｛二―（四―シアノフエニル）―一―［三―（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝

―Ｎ―［四―（トリフルオロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカルボキサミドと（Ｚ）―二―｛二―（四―

シアノフエニル）―一―［三―（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝―Ｎ―［四―（トリフルオ

ロメトキシ）フエニル］ヒドラジンカルボキサミドとの混合物（（Ｅ）―二―｛二―（四―シアノフエニル）

―一―［三―（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝―Ｎ―［四―（トリフルオロメトキシ）フエ

ニル］ヒドラジンカルボキサミド九〇％以上を含有し、かつ、（Ｚ）―二―｛二―（四―シアノフエニル）

―一―［三―（トリフルオロメチル）フエニル］エチリデン｝―Ｎ―［四―（トリフルオロメトキシ）フエ

ニル］ヒドラジンカルボキサミド一〇％以下を含有するものに限る。）（別名メタフルミゾン）及びこれを含

有する製剤 

（５５） （Ｓ）―四―シアノフエニル＝四―（二―メチルブトキシ）ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（５６） （ＲＳ）―シアノ―（三―フエノキシフエニル）メチル＝二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカ

ルボキシラート（別名フエンプロパトリン）一％以下を含有する製剤 

（５７） （ＲＳ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝Ｎ―（二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラト

リル）―Ｄ―バリナート（別名フルバリネート）五％以下を含有する製剤 

（５８） α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝二・二―ジクロロ―一―（四―エトキシフエニル）―一―シクロプ



ロパンカルボキシラート（別名シクロプロトリン）及びこれを含有する製剤 

（５９） （Ｓ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｒ）―三―（二・二―ジクロロビニル）―二・

二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと（Ｒ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｓ・

三Ｓ）―三―（二・二―ジクロロビニル）―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量

混合物〇・八八％以下を含有する製剤 

（６０） （Ｓ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｓ）―二・二―ジメチル―三―（一・二・二・

二―テトラブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン）〇・九％以下を含有す

る製剤 

（６１） （Ｓ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（Ｚ）―（一Ｒ・三Ｓ）―二・二―ジメチル―三―〔二―

（二・二・二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニル）ビニル〕シクロプロパンカル

ボキシラート及びこれを含有する製剤 

（６２） （Ｓ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチル―三―（二―メチル―

一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボキシラートと（Ｒ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル

＝（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチル―三―（二―メチル―一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボ

キシラートとの混合物（（Ｓ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチ

ル―三―（二―メチル―一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボキシラート九一％以上九九％以下を

含有し、かつ、（Ｒ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチル―三―

（二―メチル―一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボキシラート一％以上九％以下を含有するもの

に限る。）一〇％以下を含有するマイクロカプセル製剤 

（６３） （ＲＳ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｒ）―二・二―ジメチル―三―（二―メチル

―一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボキシラート八％以下を含有する製剤 

（６４） （ＲＳ）―α―シアノ―三―フエノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｓ）―二・二―ジメチル―三―（二―メチル

―一―プロペニル）―一―シクロプロパンカルボキシラート二％以下を含有する製剤 

（６５） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（トランス―四―エチルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこれ

を含有する製剤 

（６６） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（６７） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（エトキシメチル）ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（６８） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（トランス―四―ブチルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこれ

を含有する製剤 

（６９） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７０） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（ブトキシメチル）ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７１） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこ

れを含有する製剤 

（７２） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７３） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（プロポキシメチル）ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７４） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７５） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―［（三Ｅ）―ペンタ―三―エン―一―イル］ベンゾアート及びこ

れを含有する製剤 

（７６） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（ペンチルオキシメチル）ベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７７） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）ベンゾアート及びこ

れを含有する製剤 

（７８） 四―シアノ―三―フルオロフエニル＝四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤 

（７９） α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル＝三―（二・二―ジクロロビニル）―二・二―ジメチ

ルシクロプロパンカルボキシラート〇・五％以下を含有する製剤 

（８０） 二―シアノ―Ｎ―メチル―二―［三―（二・四・六―トリオキソテトラヒドロピリミジン―五（二Ｈ）―イ

リデン）―二・三―ジヒドロ―一Ｈ―イソインドール―一―イリデン］アセトアミド（別名ピグメントイエ

ロー一八五）及びこれを含有する製剤 

（８１） Ｎ―シアノメチル―四―（トリフルオロメチル）ニコチンアミド（別名フロニカミド）及びこれを含有する

製剤 

（８２） Ｎ―（四―シアノメチルフエニル）―二―イソプロピル―五―メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこ

れを含有する製剤 



（８３） トランス―一―（二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル）―三―エチルウレア（別名シモキサニル）及

びこれを含有する製剤 

（８４） 一・四―ジアミノ―二・三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤 

（８５） Ｏ・Ｏ―ジエチル―Ｏ―（α―シアノベンジリデンアミノ）チオホスフエイト（別名ホキシム）及びこれを

含有する製剤 

（８６） 三・三´―（一・四―ジオキソピロロ［三・四―ｃ］ピロール―三・六―ジイル）ジベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 

（８７） シクロヘキシリデン―ｏ―トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（８８） 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（８９） シクロポリ（三から四）［ジフエノキシ、フエノキシ（四―シアノフエノキシ）及び［ビス（四―シアノフ

エノキシ）］ホスフアゼン］の混合物並びにこれを含有する製剤 

（９０） 二・六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 

（９１） 三・四―ジクロロ―二′―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド（別名イソチアニル）及び

これを含有する製剤 

（９２） 一―（二・六―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―ｐ―トリル）―四―（ジフルオロメチルチオ）―五

―［（二―ピリジルメチル）アミノ］ピラゾール―三―カルボニトリル（別名ピリプロール）二・五％以下

を含有する製剤 

（９３） （Ｅ）―［（四Ｒ）―四―（二・四―ジクロロフエニル）―一・三―ジチオラン―二―イリデン］（一Ｈ―イ

ミダゾール―一―イル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（９４） ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤 

（９５） 二・六―ジフルオロ―四―（トランス―四―ビニルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製

剤 

（９６） 二・六―ジフルオロ―四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する

製剤 

（９７） 二・六―ジフルオロ―四―（五―プロピルピリミジン―二―イル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（９８） 四―［二・三―（ジフルオロメチレンジオキシ）フエニル］ピロール―三―カルボニトリル（別名フルジオ

キソニル）及びこれを含有する製剤 

（９９） 三・七―ジメチル―二・六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１００） 三・七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０１） 三・七―ジメチル―二・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０２） 三・七―ジメチル―三・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０３） 四・八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０４） ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤 

（１０５） 三―（六・六―ジメチルビシクロ［三・一・一］ヘプタ―二―エン―二―イル）―二・二―ジメチルプロ

パンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０６） Ｎ―（α・α―ジメチルベンジル）―二―シアノ―二―フエニルアセトアミド及びこれを含有する製剤 

（１０７） 四・四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０８） 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１０９） ステアロニトリル及びこれを含有する製剤 

（１１０） 染料 

（１１１） テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 

（１１２） 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）―（一Ｒ・三Ｒ）―三―（二

―シアノプロパ―一―エニル）―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―

テトラフルオロ―四―（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｅ）―（一Ｒ・三Ｒ）―三―（二―シアノプロパ

―一―エニル）―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―テトラフルオロ

―四―（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｚ）―（一Ｓ・三Ｓ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）

―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキ

シメチル）ベンジル＝（ＥＺ）―（一ＲＳ・三ＳＲ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・二

―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキシメチ

ル）ベンジル＝（Ｅ）―（一Ｓ・三Ｓ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・二―ジメチルシ

クロプロパンカルボキシラートの混合物（二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキシメチル）ベ



ンジル＝（Ｚ）―（一Ｒ・三Ｒ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・二―ジメチルシクロプ

ロパンカルボキシラート八〇・九％以上を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキシメ

チル）ベンジル＝（Ｅ）―（一Ｒ・三Ｒ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・二―ジメチル

シクロプロパンカルボキシラート一〇％以下を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メトキ

シメチル）ベンジル＝（Ｚ）―（一Ｓ・三Ｓ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・二―ジメ

チルシクロプロパンカルボキシラート二％以下を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―（メト

キシメチル）ベンジル＝（ＥＺ）―（一ＲＳ・三ＳＲ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）―二・

二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一％以下を含有し、かつ、二・三・五・六―テトラフルオ

ロ―四―（メトキシメチル）ベンジル＝（Ｅ）―（一Ｓ・三Ｓ）―三―（二―シアノプロパ―一―エニル）

―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・二％以下を含有するものに限る。）並びにこれ

を含有する製剤 

（１１３） （四Ｚ）―四―ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１１４） トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル一五％以下を含有する燻蒸剤 

（１１５） 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物（二―トリデセンニトリル八〇％以上八

四％以下を含有し、かつ、三―トリデセンニトリル一五％以上一九％以下を含有するものに限る。）及び

これを含有する製剤 

（１１６） 二・二・二―トリフルオロエチル＝［（一Ｓ）―一―シアノ―二―メチルプロピル］カルバマート及びこ

れを含有する製剤 

（１１７） 二・二・三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇％以下を含有する製剤 

（１１８） ｐ―トルエンスルホン酸＝四―［［三―［シアノ（二―メチルフエニル）メチリデン］チオフエン―二（三

Ｈ）―イリデン］アミノオキシスルホニル］フエニル及びこれを含有する製剤 

（１１９） ノナ―二・六―ジエンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２０） パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 

（１２１） パルミトニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２２） 一・二―ビス（Ｎ―シアノメチル―Ｎ・Ｎ―ジメチルアンモニウム）エタン＝ジクロリド及びこれを含有

する製剤 

（１２３） 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２４） 四―（トランス―四―ビニルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２５） 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２６） （二Ｚ）―二―フエニル―二―ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２７） ブチル＝（Ｒ）―二―［四―（四―シアノ―二―フルオロフエノキシ）フエノキシ］プロピオナート（別

名シハロホツプブチル）及びこれを含有する製剤 

（１２８） トランス―四―（五―ブチル―一・三―ジオキサン―二―イル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１２９） 四―［トランス―四―［二―（トランス―四―ブチルシクロヘキシル）エチル］シクロヘキシル］ベンゾ

ニトリル及びこれを含有する製剤 

（１３０） 四―〔トランス―四―（トランス―四―ブチルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 

（１３１） 四―ブチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有す

る製剤 

（１３２） （Ｅ）―二―（四―ターシヤリ―ブチルフエニル）―二―シアノ―一―（一・三・四―トリメチルピラゾ

ール―五―イル）ビニル＝二・二―ジメチルプロピオナート（別名シエノピラフエン）及びこれを含有す

る製剤 

（１３３） トランス―四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―カル

ボニトリル及びこれを含有する製剤 

（１３４） 四′―〔トランス―四―（三―ブテニル）シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを

含有する製剤 

（１３５） 四―〔トランス―四―（三―ブテニル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１３６） 二―フルオロ―四―〔トランス―四―（トランス―四―エチルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベンゾ

ニトリル及びこれを含有する製剤 

（１３７） （Ｚ）―二―［二―フルオロ―五―（トリフルオロメチル）フエニルチオ］―二―［三―（二―メトキシ

フエニル）―一・三―チアゾリジン―二―イリデン］アセトニトリル（別名フルチアニル）及びこれを含



有する製剤 

（１３８） 二―フルオロ―四―（トランス―四―ビニルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１３９） 二―フルオロ―四―［トランス―四―（Ｅ）―（プロパ―一―エン―一―イル）シクロヘキシル］ベンゾ

ニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４０） 二―フルオロ―四―〔トランス―四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベン

ゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４１） 二―フルオロ―四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４２） 三′―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４３） 二―フルオロ―四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４４） 二―フルオロ―四―〔トランス―四―（三―メトキシピロプル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこ

れを含有する製剤 

（１４５） トランス―四―（五―プロピル―一・三―ジオキサン―二―イル）ベンゾニトリル及びこれを含有する剤 

（１４６） 四―［トランス―四―［二―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）エチル］シクロヘキシル］ベン

ゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４７） 四―〔トランス―四―（トランス―四―プロピルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及び

これを含有する製剤 

（１４８） 二―［二―（プロピルスルホニルオキシイミノ）チオフエン―三（二Ｈ）―イリデン］―二―（二―メチ

ルフエニル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（１４９） 四―〔二―（トランス―四―プロピル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―イル）エチル〕ベ

ンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１５０） 四―〔トランス―四―（一―プロペニル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１５１） 三―ブロモ―一―（三―クロロピリジン―二―イル）―Ｎ―［四―シアノ―二―メチル―六―（メチルカ

ルバモイル）フエニル］―一Ｈ―ピラゾール―五―カルボキサミド（別名シアントラニリプロール）及び

これを含有する製剤 

（１５２） 四―ブロモ―二―（四―クロロフエニル）―一―エトキシメチル―五―トリフルオロメチルピロール―三

―カルボニトリル（別名クロルフエナピル）〇・六％以下を含有する製剤 

（１５３） 二―ブロモ―二―（ブロモメチル）グルタロニトリル及びこれを含有する製剤 

（１５４）三―（シス―三―ヘキセニロキシ）プロパンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１５５） 四―〔五―（トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル）―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを

含有する製剤 

（１５６） ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤 

（１５７） トランス―四―（五―ペンチル―一・三―ジオキサン―二―イル）ベンゾニトリル及びこれを含有する製

剤 

（１５８） 四―〔トランス―四―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及び

これを含有する製剤 

（１５９） 四―〔五―（トランス―四―ペンチルシクロヘキシル）―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを

含有する製剤 

（１６０） 四―ペンチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有

する製剤 

（１６１） 四―［（Ｅ）―三―ペンテニル］安息香酸四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニルエステル及びこれを

含有する製剤 

（１６２） 四′―〔トランス―四―（四―ペンテニル）シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれ

を含有する製剤 

（１６３） 四―〔トランス―四―（一―ペンテニル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１６４） 四―〔トランス―四―（三―ペンテニル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１６５） 四―〔トランス―四―（四―ペンテニル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１６６） ミリストニトリル及びこれを含有する製剤 

（１６７） メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤 

（１６８） 四′―メチル―二―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤 

（１６９） メチル＝（Ｅ）―二―［二―［六―（二―シアノフエノキシ）ピリミジン―四―イルオキシ］フエニル］

―三―メトキシアクリレート八〇％以下を含有する製剤 



（１７０） 二―メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７１） 三―メチル―二―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７２） 三―メチル―三―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７３） 二―［二―（四―メチルフエニルスルホニルオキシイミノ）チオフエン―三（二Ｈ）―イリデン］―二―

（二―メチルフエニル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７４） （Ｚ）―［五―［四―（四―メチルフエニルスルホニルオキシ）フエニルスルホニルオキシイミノ］―五

Ｈ―チオフエン―二―イリデン］―（二―メチルフエニル）アセトニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７５） 三―メチル―五―フエニルペンタ―二―エンニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７６） 二―メトキシエチル＝（ＲＳ）―二―（四―ｔ―ブチルフエニル）―二―シアノ―三―オキソ―三―（二

―トリフルオロメチルフエニル）プロパノアート（別名シフルメトフエン）及びこれを含有する製剤 

（１７７） 四―〔トランス―四―（メトキシプロピル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７８） 四―〔トランス―四―（メトキシメチル）シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 

（１７９） ラウロニトリル及びこれを含有する製剤 


