
（20-No.１）

235 製品

10 製品
5 製品
83 製品
137 製品

34 製品

5 製品
29 製品

3 製品

1 製品
2 製品

272 製品

品　目

公益社団法人　日本木材保存協会

○保存剤処理材料
保存剤処理木材（木質材料を含む）
保存剤処理非木質系製品

○非保存剤処理材料
非保存剤処理木材（木質材料を含む）
非保存剤処理非木質系製品

認　定　品　の　合　計

認　定　登　録　製　品　一　覧　表（表紙）
（2020年６月30日付）

品　目

品　目

○木材保存剤
木材防虫剤
木材防かび剤
木材防蟻剤
木材防腐・防蟻剤



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

木材防虫剤 接着剤混入用 ランバートＭＣ 昭62．9．25 Ａ－2068 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 2023.06.30

ネオランバートＭＣ 平11．1．26 Ａ－2082 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 2022.12.31

ケミホルツネオランバートＭＣ 平11．1．26 Ａ－2083 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) オーシカケミテック株式会社 2022.12.31

ネオランバートＭＣ「ＳＥＳ」 平11．1．26 Ａ－2085 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.12.31

コシバリンＢＥ 平11．1．26 Ａ－2087 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社コシイプレザービング 2022.12.31

ケミホルツプライ ＢＦ 平11．1．26 Ａ－2088 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ オーシカケミテック株式会社 2022.12.31

ケミホルツランボアＢ 昭59．1．1 Ａ－2004 ﾎｳ酸 オーシカケミテック株式会社 2022.12.31

 コシボロンＭ 昭59．1．1 Ａ－2009 ﾎｳ酸 株式会社コシイプレザービング 2022.12.31

  ティンボア 昭59．1．1 Ａ－2018 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 早川商事株式会社 2022.12.31

表面処理用 べスタックＭ液剤 平24．9．13 Ａ－2090 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 日本曹達株式会社 平33.06.30

　公益社団法人日本木材保存協会認定 木材防虫剤

加圧注入 （拡散）
用



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

木材防かび剤 表面処理用 ミラクルローレルＢＩＣ 昭62．9．25 Ａ－3006 IPBC･TCMTB 株式会社片山化学工業研究所 平32.12.31

  ミラクルローレル１００９ 昭64．1．1 Ａ－3008 TCMTB･MBT 株式会社片山化学工業研究所 2021.12.31

  ホートキシンＢＡＭ 平元．8．1 Ａ－3009 TCMTB･MBT オーシカケミテック株式会社 2022.06.30

  モルデックスＢＡＭ 平元．8．1 Ａ－3010 TCMTB･MBT 株式会社コシイプレザービング 2022.06.30

  プレザリンＢＡＭ 平元．8．1 Ａ－3011 TCMTB･MBT 株式会社ザイエンス 2022.06.30

　公益社団法人日本木材保存協会認定 木材防かび剤　



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

木材防蟻剤 土壌処理用 ハチクサンＦＬ 平4．11.1 Ａ－4104 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ バイエルクロップサイエンス株式会社 2022.06.30

アリピレス乳剤 平6．6．1 Ａ－4114 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 平32．12．31

コシイアリピレス乳剤 平6．6．1 Ａ－4117 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社コシイプレザービング 平33.6.30

ケミホルツアリピレス乳剤 平6．6．1 Ａ－4119 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ オーシカケミテック株式会社 平33.6.30

ホルサー乳剤 平7．2．6 Ａ－4122 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･MGK264 住友化学株式会社 2021.12.31

ホルサー乳剤「ＳＥＳ」 平7．2．6 Ａ－4124 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･MGK264 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

フマキラーホルサー乳剤 平7．2．6 Ａ－4127 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･MGK264 フマキラー株式会社 2021.12.31

フマキラーバクトップＭＣ 平8．3．1 Ａ－4138 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) フマキラー株式会社 2022.12.31

バクトップＭＣ 平8．3．1 Ａ－4140 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 2022.12.31

フマキラ－エコロフェン乳剤 平9．11．7 Ａ－4154 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ フマキラー株式会社 平33．6．30

ピレス乳剤２５０ 平9．11．7 Ａ－4155 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ ケミプロ化成株式会社 平33．6．30

アリピレスＭＥ 平10．1．27 Ａ－4158 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 2021.12.31

アリピレスＭＥ２ 平11．1．26 Ａ－4165 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 2022.12.31

ニチノーアリピレスＭＥ２ 平11．1．26 Ａ－4166 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社アグリマート 2022.12.31

コシイシロネン乳剤Ａ 平11．1．26 Ａ－4168 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 株式会社コシイプレザービング 2022.12.31

コシペレットＢ 平11．7．21 Ａ－4172 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社コシイプレザービング 2023.06.30

コシペレットＳ 平11．7．21 Ａ－4174 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 株式会社コシイプレザービング 2023.06.30

ララップＭＣ 平12．1．24 Ａ－4176 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 平32．12．31

フマキラーララップＭＣ 平12．1．24 Ａ－4180 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) フマキラー株式会社 平32．12．31

アリピレスＦＬ 平12．1．24 Ａ－4181 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 平32．12．31

ファーストガード粒剤 平12．8．1 Ａ－4188 ｶﾌﾟﾘﾝ酸 大阪ガスケミカル株式会社 平33.6.30

ピレス粒剤 平12．8．1 Ａ－4189 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ ケミプロ化成株式会社 平33.6.30

コシペレットＳ３０ 平12．8．1 Ａ－4190 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 株式会社コシイプレザービング 平33.6.30

コシペレットＢ１０ 平12．8．1 Ａ－4191 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社コシイプレザービング 平33.6.30

コシイグレネードＭＣ 平12．12．25 Ａ－4196 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 株式会社コシイプレザービング 2021.12.31

コダマグレネードＭＣ 平12．12．25 Ａ－4197 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 児玉化学工業株式会社 2021.12.31

フマキラーグレネードＭＣ 平12．12．25 Ａ－4199 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) フマキラー・トータルスシステム株式会社 2021.12.31

住友グレネードＭＣ 平12．12．25 Ａ－4201 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ･ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 2021.12.31

ターミダンＳ粒剤 平12．12．25 Ａ－4203 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 平33.6.30

ターミダン１０粒剤 平12．12．25 Ａ－4204 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ エフエムシー・ケミカルズﾞ株式会社 平33.6.30

サイゴー粒剤「ＳＥＳ」 平12．12．25 Ａ－4205 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 平32．12．31

キシラモンＭＣ 平13．7．30 Ａ－4206 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

ステルス ＳＣ 平14．1．23  Ａ－4207 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ ＢＡＳＦジャパン株式会社 2022.12.31

金鳥シロネン乳剤Ａ 平14．1．23  Ａ－4208 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 大日本除蟲菊株式会社 2022.12.31

ミケブロック 平14．8．30  Ａ－4210 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 三井化学アグロ株式会社 2023.06.30

エコロフェン乳剤 平15．8．25  Ａ－4211 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 三井化学アグロ株式会社 平33.6.30

　公益社団法人日本木材保存協会認定 木材防蟻剤



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

ガントナー天然ピレトリンＭＣ 平15．8．25  Ａ－4212 ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 平33.6.30

キクトップＭＣ 平16．1．21  Ａ－4214 ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

オプティガードＬＴ 平16．1．21  Ａ－4215 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ シンジェンタジャパン株式会社 2021.12.31

ケミプロオプティガードＬＴ 平16．1．21  Ａ－4216 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

ケミホルツオプティガードＬＴ 平16．1．21  Ａ－4217 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ オーシカケミテック株式会社 2021.12.31

オプティガードＬＴ「ＳＥＳ」 平16．1．21  Ａ－4219 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

アジェンダＳＣ 平16．1．21  Ａ－4220 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ バイエルクロップサイエンス株式会社 2021.12.31

オプティガードＳＳ 平17．8．24  Ａ－4223 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ シンジェンタジャパン株式会社 2023.06.30

ザモックス 平17．8．24  Ａ－4224 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ケミプロ化成株式会社 2023.06.30

オプティガード粒剤 平17．8．24  Ａ－4225 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ シンジェンタジャパン株式会社 2023.06.30

ケミプロオプティガード粒剤 平17．8．24  Ａ－4226 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ケミプロ化成株式会社 2023.06.30

オプティガードＺＴ 平17．8．24  Ａ－4227 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ シンジェンタジャパン株式会社 2023.06.30

ケミプロオプティガードＺＴ 平17．8．24  Ａ－4228 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ケミプロ化成株式会社 2023.06.30

ケミホルツオプティガードＺＴ 平17．8．24  Ａ－4229 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ オーシカケミテック株式会社 2023.06.30

タケロックＭＣブロック 平17．8．24  Ａ－4230 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ（ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ） 大阪ガスケミカル株式会社 2023.06.30

ハチクサン水和顆粒 平18．1．31  Ａ－4235 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ バイエルクロップサイエンス株式会社 平32．12．31

サンエイムハチクサンFL 平18．1．31  Ａ－4236 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社サンエイム 平32．12．31

アジェンダＭＣ－Ｓ 平19．1．31  Ａ－4238 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) 住友化学株式会社 2021.12.31

アジェンダＭＣ 平19．1．31  Ａ－4239 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ(ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ) バイエルクロップサイエンス株式会社 2021.12.31

ハチクサンＭＣ 平20．2．12 Ａ－4244 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ（ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ） バイエルクロップサイエンス株式会社 2022.12.31

タケロックＭＣ５０スーパー 平20．2．12 Ａ－4245 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ（ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ） 大阪ガスケミカル株式会社 2022.12.31

アリピレスＮＢ乳剤「ＳＥＳ」 平20．9．4 Ａ－4246 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021．12．31

ララップＭＣ「ＳＥＳ」 平21．1．27 Ａ－4248 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ（ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ） 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 平32．12．31

ＴＭカウンター 平21．1．27 Ａ－4249 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 日本化薬株式会社 平32．12．31

シロネン乳剤Ｆ 平21．9．14 Ａ－4250 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 大日本除蟲菊株式会社 平33.6.30

ＥＣＯＳＥ３５０ 平22．2．8 Ａ－4252 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 環境機器株式会社 2021.12.31

アルトリセット 平22．2．8 Ａ－4254 ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾙﾌﾟﾛｰﾙ シンジェンタジャパン株式会社 2021.12.31

サンソイルＡＭ 平23．2．14 Ａ－4255 ﾌｨﾌﾟﾛニル 株式会社ザイエンス 2022.12.31

ミケブロック粒剤 平24．2．15 Ａ－4257 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 三井化学アグロ株式会社 平32．12．31

モクボーオプティガードＺＴ 平24．2．15 Ａ－4258 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 大日本木材防腐株式会社 平32．12．31

ミケブロック７０ＷＰ 平24．9．13 Ａ－4259 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 三井化学アグロ株式会社 平33.6.30

タケロックＭＣムース 平25．9．5 Ａ－4260 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

ガントナーＳＣ 平26．2．20 Ａ－4262 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.12.31

ガントナーＭＣ 平26．2．20 Ａ－4263 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.12.31

ステルスデュオ 平26．9．8 Ａ－4264 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ、ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ ＢＡＳＦジャパン株式会社 2023.06.30

ネクサスＳＣ 平27．9．9 Ａ－4265 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社アグリマート 平33.6.30

白アリスーパー土壌用ＳＣ５０ 平28．2．16 Ａ－4267 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社吉田製油所 2021.12.31

ステルスＳＣ「ＳＥＳ」 平28．9．8 Ａ－4268 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022．6．30

ターミドールＨＥ 平29．9．8 Ａ－4269 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ ＢＡＳＦジャパン株式会社 2023.06.30



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

エクスガードＳＣ 2018.09.07 Ａ－4270 ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾄﾞﾘ 三井化学アグロ株式会社 2021.06.30

コダマエクスガードＳＣ 2019.2.15 Ａ－4271 ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾄﾞﾘ 児玉化学工業株式会社 2021.12.31

アルトリセット２００ＳＣ 2019.09.13 Ａ－4272 ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾙﾌﾟﾛｰﾙ シンジェンタジャパン株式会社 2022.06.30

オールサイドＳＣ 2020.02.14 Ａ－4273 ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾘﾄﾞ 三井化学アグロ株式会社 2022.12.31

タケロックＳＣ４００土壌用 2020.02.14 Ａ－4274 ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾘﾄﾞ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.12.31

ＦＴＳオプティガードＺＴ 2020.02.14 Ａ－4275 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ フマキラー・トータルシステム㈱ 2022.12.31

ベイト工法用 エレタープ 平19．9．3  Ａ－4243 ﾉﾊﾞﾙﾛﾝ 近畿白蟻株式会社 2022.06.30

シロアリキャッチャー 平23．9．5  Ａ－4256 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ 株式会社ザイエンス 2023.06.30



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

接着剤混入用 ケミホルツプライＣＴＦ 平12．1．24 Ａ－5340 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･IPBC･2-ﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ オーシカケミテック株式会社 平32.12.31

ケミホルツプライＬＩＫ 平16．8．30 Ａ－5393 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ オーシカケミテック株式会社 2022.06.30

リクタスーＤＦ 平20．9．4 Ａ－5420 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ・F-69 三井化学アグロ株式会社 2023.06.30

ケミホルツプライＤＦ 平22．2．8 Ａ－5425 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ・F-69 オーシカケミテック株式会社 2021.12.31

サンプレザーＤＦ 平22．9．9 Ａ－5427 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ・F-69 株式会社ザイエンス 2022.06.30

リクタスＦＴ 2020.02.14 Ａ－5478 F-69・ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾘﾄﾞ 三井化学アグロ株式会社 2022.12.31

ケミホルツプライＦＴ 2020.02.14 Ａ－5479 F-69・ﾌﾞﾛﾌﾗﾆﾘﾄﾞ オーシカケミテック株式会社 2022.12.31

加圧注入用 ペンタキュアニューＢＭ 昭63．2．1 Ａ－5056 DDAC 株式会社ザイエンス 平32.12.31

  マイトレックＡＣＱ 平2．8．1 Ａ－5099 酸化第二銅･BKC 株式会社コシイプレザービング 2023.06.30

  モクボーＡＡＣ 平4．5．1 Ａ－5216 DDAC 大日本木材防腐株式会社 2022.06.30

 モクボーＺＥ 平4．5．1 Ａ－5217 ﾅﾌﾃﾝ酸亜鉛 大日本木材防腐株式会社 2022.06.30

タナリスＣｕＡｚ 平6．6．1 Ａ－5233 酸化第二銅･ほう酸･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社ザイエンス 平33.6.30

セルボーＰ 平8．9．26 Ａ－5265 DDAC･ほう酸 越井木材工業株式会社 2022.12.31

タナリスＣＹ 平11．1．26 Ａ－5324 酸化第二銅･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社ザイエンス 2022.12.31

ペンタキュアECO３０ 平11．1．26 Ａ－5325 DDAC･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社ザイエンス 2022.12.31

ＬＣ－３５０剤 平12．1．24 Ａ－5339 水酸化第二銅･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ﾘｸﾞﾆﾝｽﾙﾎﾝ
酸塩

株式会社エス・ディー・エス　バイオテック 平32.12.31

ニッサンクリーンＣＩ 平12．8．1 Ａ－5344 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 兼松サステック株式会社 平33.6.30

エコティンバーＭＮＷ－２０ 平12．12．25 Ａ－5363 DDAC･ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 松垣薬品工業株式会社 2021.12.31

レザックＩＭＤ 平12．12．25 Ａ－5364 DDAC･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社コシイプレザービング 2021.12.31

マイトレックＣｕＣ 平12．12．25 Ａ－5365 酸化第二銅･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社コシイプレザービング 2021.12.31

レザックＤＰＳ 平13．7．30 Ａ－5369 DMPAP･ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 株式会社コシイプレザービング 2022.06.30

モクボーＡＡＣ４０ＥＣ 平14．8．30 Ａ－5372 DMPAP･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 大日本木材防腐株式会社 2023.06.30

ペンタキュアＢＭ－Ｐ 平14．8．30 Ａ－5373 DMPAP 株式会社ザイエンス 2023.06.30

コシエースＰＢ 平21．9．14 Ａ－5412 ﾃﾌﾟｺﾅｿﾞｰﾙ・ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘ
ﾄﾞ

越井木材工業株式会社 2022.06.30

シンクロス－ＥＦ 平21．9．14 Ａ－5421 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ・F-69 三井化学アグロ株式会社 平33.6.30

ニッサンクリーンＡＺＢＩ 平21．9．14 Ａ－5426 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 兼松サステック株式会社 2021.12.31

セルボーＭＥ 平25．2．14 Ａ－5437 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞ-ﾙ・
ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ

越井木材工業株式会社 2021.12.31

ミラクルローレルＡＺ 平25．9．5 Ａ－5443 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ・ｼﾌﾟｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC・
DMPAP

株式会社片山化学工業研究所 2022.06.30

コシプロＴＢ 平26．2．20 Ａ－5444 ﾃﾌﾟｺﾅｿﾞｰﾙ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 越井木材工業株式会社 2022.12.31

ペンタキュアＺＮ 平28．2．16
Ａ－5456

酸化亜鉛・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘ
ﾄﾞ

株式会社ザイエンス 2021.12.31

ミラクルローレルＡＺplus 平28．2．16
Ａ－5458

ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ・ｼﾌﾟｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC・
DMPAP

株式会社片山化学工業研究所 2021.12.31

ニッサンクリーンＡＺＮ 平29．2．16 Ａ－5464 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 兼松サステック株式会社 2022.12.31

　公益社団法人日本木材保存協会認定 木材防腐・防蟻剤

木材防腐・防蟻
剤



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

タナリスＥＱ 平30．2．16 Ａ－5471 酸化第二銅・・ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ・N,N-ｼﾞ
ﾃﾞｼﾙ-N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾝﾓﾆｳﾑ重炭酸塩/炭
酸塩

ロンザジャパン株式会社 平32.12.31

加圧注入用ーJIS K
1571:2010附属書A
（規定）による認
定

ティンボア 平20．2．12 Ａ－5418 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 Rio Tinto Minerls 2022.12.31

 表面処理用 サンプレザーＯＧ 平3．10．1 Ａ－5182 ﾅﾌﾃﾝ酸銅 株式会社ザイエンス 平33.6.30

 （油溶性） サンプレザーＯＧＲ 平3．10．1 Ａ－5183 ﾅﾌﾃﾝ酸銅･ｸﾚｵｿｰﾄ油 株式会社ザイエンス 平33.6.30

ケミホルツアリピレス油剤 平7．10．1 Ａ－5257 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･IPBC オーシカケミテック株式会社 2022.06．30

フマキラーホルサー油剤 平8．3．1 Ａ－5261 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･IPBC･MGK264 フマキラー株式会社 2022.12.31

ホルサー油剤 平8．3．1 Ａ－5263 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･IPBC･MGK264 住友化学株式会社 2022.12.31

フマキラーエコロフェン油剤 平9．11．7 Ａ－5275 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･IPBC フマキラー株式会社 平33．6．30

 ピレス油剤 平10．1．27 Ａ－5288 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

フマキラーエコロフェン油剤Ａ 平10．1．27 Ａ－5294 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･IPBC フマキラー株式会社 2021.12.31

エコロフェン油剤 平10．9．18 Ａ－5306 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 三井化学アグロ株式会社 2022.06.30

サンプレザーＯＰ－Ｃ 平10．9．18 Ａ－5307 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社ザイエンス 2022.06.30

エコロフェン油剤ＩＰ 平10．9．18 Ａ－5316 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･IPBC 三井化学アグロ株式会社 2021.12.31

コシイシロネン油剤Ａ 平11．1．26 Ａ－5327 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･IPBC 株式会社コシイプレザービング 2022.12.31

フマキラーエコロフェン油剤Ｃ 平11．7．21 Ａ－5330 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ フマキラー株式会社 2023.06.30

アリシスゴールド－ＳＴ 平12．1．24 Ａ－5337 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 平32．12．31

金鳥シロネン油剤Ｐ 平12．12．25 Ａ－5350 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･IPBC 大日本除蟲菊株式会社 2021.12.31

ケミホルツトップエース油剤Ｐ 平12．12．25 Ａ－5353 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･IPBC オーシカケミテック株式会社 2021.12.31

金鳥シロネン油剤Ｃ 平12．12．25 Ａ－5355 ｼﾗﾌﾙｴｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 大日本除蟲菊株式会社 2021.12.31

ケミプロシロネン油剤Ｃ 平12．12．25 Ａ－5356 ｼﾗﾌﾙｴｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

アリゾールＣＳ 平12．12．25 Ａ－5360 ｼﾗﾌﾙｴｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 大日本木材防腐株式会社 2021.12.31

白アリスーパー２１ 平12．12．25 Ａ－5361 ｼﾗﾌﾙｴｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社吉田製油所 2021.12.31

キシラモントラッド 平13．7．30 Ａ－5366 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

アリンコＳ油剤Ｃ 平14．1．23 Ａ－5371 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 泉商事株式会社 2022.12.31

サンプレザーＬＬ－Ｏ 平28．2．16 Ａ－5459 DDABC・ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 株式会社ザイエンス 2021.12.31

白アリスーパー２１オレンジ 平29．9．8 Ａ－5468 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社吉田製油所 2023.06.30

サンプレザーＯＰエースＳＴ 2018.09.07 Ａ－5474 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社ザイエンス 2021.06.30

ペンタキュアーＯＰ 平24．9．13 Ａ－5435 DDABC・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 株式会社ザイエンス 平33.6.30

サンプレザーＯＰエース 平28．2．16 Ａ－5457 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社ザイエンス 2021.12.31

サンプレザーＯＰエースＣＹＢＩ 2019.02.15 Ａ－5475 ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社ザイエンス 2021.12.31

表面処理用（油溶
性）－深浸潤用：
耐候操作は注入処
理用試験を適用



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

表面処理用 サンプレザ－ＰＷ９６ 平10．1．27 Ａ－5295 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･IPBC･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社ザイエンス 2021.12.31

（水希釈系） ピレス３０ＷＥ 平10．1．27 Ａ－5296 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

アリピレス３０ＷＥ 平10．1．27 Ａ－5297 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ エフエムシー・ケミカルズ株式会社 2021.12.31

ハチクサン２０ＷＥ／ＴＣ 平10．1．27 Ａ－5298 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

ハチクサン２０ＷＥ／ＡＣ 平10．1．27 Ａ－5299 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ バイエルクロップサイエンス株式会社 2021.12.31

フマキラ－エコロフェンＣＷ 平11．7．21 Ａ－5336 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ フマキラー株式会社 2023.06.30

ハチクサンＳＬ 平12．8．1 Ａ－5342 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ｲｿﾁｱｿﾞﾘﾝ バイエルクロップサイエンス株式会社 平33.6.30

ＪＣハチクサンＳＬ 平12．8．1 Ａ－5343 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･ｲｿﾁｱｿﾞﾘﾝ 日本カーリット株式会社 平33.6.30

エバ－ウッド乳剤ＰＣ３０Ｗ 平12．12．25 Ａ－5362 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

水性キシラモン３Ｗ 平13．7．30 Ａ－5367 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ･IPBC 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

エクスミン木部処理乳剤Ｃ 平13．7．30 Ａ－5368 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 住友化学株式会社 2022.06.30

コシマックスＢＦ２０乳剤 平15．8．25 Ａ－5376 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社コシイプレザービング 平33.6.30

アリピレス木部乳剤２０ 平15．8．25 Ａ－5377 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･IPBC エフエムシー・ケミカルズ株式会社 平33.6.30

ニチノーアリピレス木部乳剤２０ 平15．8．25 Ａ－5378 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･IPBC 株式会社アグリマート 平33.6.30

ケミホルツアリピレス木部乳剤２０ 平15．8．25 Ａ－5381 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･IPBC オーシカケミテック株式会社 平33.6.30

オプティガード２０ＥＣ 平16．1．21 Ａ－5383 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ シンジェンタジャパン株式会社 2021.12.31

ケミプロオプテイガード２０ＥＣ 平16．1．21 Ａ－5384 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ ケミプロ化成株式会社 2021.12.31

ケミホルツオプテイガード２０ＥＣ 平16．1．21 Ａ－5385 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ オーシカケミテック株式会社 2021.12.31

オプティガード２０ＥＣ「ＳＥＳ」 平16．1．21 Ａ－5387 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

モクボーオプティガード２０ＥＣ 平16．1．21 Ａ－5388 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 大日本木材防腐株式会社 2021.12.31

木部用天然ピレトリンＭＣ「ＳＥＳ」 平17．1．13 Ａ－5395 ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.12.31

ミケブロック乳剤（木部処理用）「ＡＣ」 平17．8．24 Ａ－5396 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･F-69 三井化学アグロ株式会社 2023.06.30

ミケブロック乳剤（木部処理用） 平17．8．24 Ａ－5397 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･F-69 三井化学アグロ株式会社 2023.06.30

白アリミケブロック 平17．8．24 Ａ－5398 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･F-69 株式会社吉田製油所 2023.06.30

ラロール乳剤「ＳＥＳ」 平17．8．24 Ａ－5399 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2023.06.30

ララップＭＣ木部処理剤 平17．8．24 Ａ－5401 ｼﾌｪﾉﾄﾘﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 住友化学株式会社 2023.06.30

アリピレス２０ＷＳＥ 平18．1．31 Ａ－5402 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ エフエムシー・ケミカルズ株式会社 平32.12.31

ニチノーアリピレス２０ＷＳＥ 平18．1．31 Ａ－5403 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社アグリマート 平32.12.31

木部用キクトップＭＣ 平19．9．11 Ａ－5405 ﾌﾟﾗﾚﾄﾘﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 平33.6.30

シロネン木部用水性乳剤 平19．9．11 Ａ－5406 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･IF-NR 大日本除蟲菊株式会社 平33.6.30

ケミプロシロネン木部用水性乳剤 平19．9．11 Ａ－5407 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･IF-NR ケミプロ化成株式会社 平33.6.30

タケロックＳＰ２０Ｗ 平19．1．31 Ａ－5410 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ･IPBC･ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 大阪ガスケミカル株式会社 2021.12.31

ニッサンラロール乳剤 平19．1．31 Ａ－5411 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 兼松サステック株式会社 2021.12.31

アクアアリゾールＴＣ 平19．9．3 Ａ－5413 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 大日本木材防腐株式会社 2022.06.30

ザモックス２０ＷＥ 平19．9．3 Ａ－5414 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC シンジェンタジャパン株式会社 2022.06.30

ケミプロザモックス２０ＷＥ 平19．9．3 Ａ－5415 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC ケミプロ化成株式会社 2022.06.30

エバーウッド乳剤ＨＰ３０ 平19．9．3 Ａ－5416 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.06.30

ハチクサンＭＥ 平21．9．4 Ａ－5422 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･IF-NR バイエルクロップサイエンス株式会社 平33.6.30

ハチクサンＭＥ/ｃｐ 平21．9．4 Ａ－5423 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ･IF-NR ケミプロ化成株式会社 平33.6.30

水性白アリスーパーＥｘ 平21．9．4 Ａ－5424 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 株式会社吉田製油所 平33.6.30

エバーウッド乳剤ＰＨ２０Ｗ 平22．9．9 Ａ－5428 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022．6．30



品      目 用      途 製          品          名 認定登録日 認定番号 主      成      分 認定を受けた者 有効期限

アリダン乳剤Ｎeo 平23．9．5 Ａ－5432 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ･F-69 フクビ化学工業株式会社 2023.06.30

コシマックスＢＦ２０乳剤Ⅱ 平24．2．15 Ａ－5434 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ･ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ･ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 株式会社コシイプレザービング 平32.12.31

サンプレザーＬＬ 平25．9．5 Ａ－5439 DDABC・ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 株式会社ザイエンス 2022.06.30

サンプレザーＬＬ-Ｇ 平25．9．5 Ａ－5440 DDABC・ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 株式会社ザイエンス 2022.06.30

タケロック８ＷＳ乳剤 平25．9．5 Ａ－5441 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ・IPBC・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

タケロック２０ＤＣ 平25．9．5 Ａ－5442 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ・IPBC・ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

ガントナー２０ＥＣ 平26．2．20 Ａ－5447 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2022.12.31

木部用ガントナーＭＣ 平27. 2. 9 Ａ－5449 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 平32.12.31

ニッソーコートＳＴ 平27. 2. 9 Ａ－5450 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 日本曹達㈱ 平32.12.31

ネクサス２０ＷＥ 平27．9．9 Ａ－5451 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ・ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ・IPBC 株式会社アグリマート 平33.6.30

サニサイドＡＶ－Ｅ 平27．9．9 Ａ－5454 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・IPBC イカリ消毒株式会社 平33.6.30

アクアアリゾールＴＣーⅡ 平27．9．9 Ａ－5455 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ・ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 大日本木材防腐株式会社 平33.6.30

水性白アリスーパーＰＨＩ・２０ＷＥ 平28．2．16 Ａ－5460 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 株式会社吉田製油所 2021.12.31

水性白アリスーパーＰＨＩ 平29．9．8 Ａ－5466 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 株式会社吉田製油所 2023.06.30

水性白アリスーパーＰＨＩオレンジ 平29．9．8 Ａ－5467 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｰﾙ・ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ・IPBC 株式会社吉田製油所 2023.06.30

白アリミケブロックオレンジ 平29．9．8 Ａ－5469 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ・F-69 株式会社吉田製油所 2023.06.30

ケミホルツオプテイガード２０ＥＣ 平30．2．16 Ａ－5472 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ オーシカケミテック株式会社 平32.12.31

オールサイド乳剤 2019.09.13 Ａ－5476 F-69・IPBC・ﾌﾞﾗﾌﾗﾆﾘﾄﾞ 三井化学アグロ株式会社 2022.06.30

タケロックＥＣ５０木部用 2019.09.13 Ａ－5477 F-70・IPBC・ﾌﾞﾗﾌﾗﾆﾘﾄﾞ 大阪ガスケミカル株式会社 2022.06.30

ＦＴＳオプティガード２０ＥＣ 2020.02.14 Ａ－5480 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ･ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ フマキラー・トータルシステム㈱ 2022.12.31

表面処理用ー モクボーぺネザーブ 平23．9．5 Ａ－5429 ﾎｳ酸 大日本木材防腐株式会社 2023.06.30

JIS K 1571:2010 エコボロンPRO 平23．9．5 Ａ－5430 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 株式会社エコパウダー 2023.06.30

附属書A（規定）に ティンボアPCO 平23．9．5 Ａ－5431 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 Rio Tinto Minerls 2023.06.30

よる認定  Bora Care(ﾎﾞﾗｹｱ） 平25．2．14 Ａ－5436 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 ナイサスコーポレーション 2021.12.31

バシリートＢ液 平25．9．5 Ａ－5438 ﾎｳ酸 R Ü TGERS OrganicsGmbH 2022.06.30

バシリートＢ液－２０ 平26．2．20 Ａ－5445 ﾎｳ酸 R Ü TGERS OrganicsGmbH 2022.12.31

エコボロンスーパー 平27．9．9 Ａ－5452 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 株式会社エコパウダー 平33.6.30

ボードディフェンス 平27．9．9 Ａ－5453 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 有限会社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾂ 平33.6.30

アリシャットＦ 平28．9．8 Ａ－5461 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 ナイス株式会社 2022.06.30

アリシャットＧ 平28．9．8 Ａ－5462 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 ナイス株式会社 2022.06.30

ボロンdeガード 平28．9．8 Ａ－5463 ﾎｳ酸、ﾎｳ砂5水和物 日本ボレイト株式会社 2022.06.30

ＳＯＵＦＡ（ｿｳﾌｧ）水溶液 平29．4．27 Ａ－5465 ﾎｳ酸、ﾎｳ砂 アベ・ホーム株式会社 2022.12.31

ＳＯＵＦＡ ＦＣ 平29．9．8 Ａ－5470 ﾎｳ酸、ﾎｳ砂 アベ・ホーム株式会社 2023.06.30

ボラケア ４Ｄ 2019.09.07 Ａ－5473 八ﾎｳ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ四水和物 ナイサスコーポレーション 2021.06.30



品      目 用      途 製　　品　　名 認定登録日 認定番号 主成分、製品仕様など 認定を受けた者 有効期限

防腐・防蟻剤処
理木材

一般建築用 ニッサンクリーンⅡ 平元．8．1 Ｂ－5002 ﾅﾌﾃﾝ酸亜鉛溶液を乾式加圧注入した
防腐・防蟻木材

兼松サステック株式会社 2022.06.30

主に屋外製品用 エコアコールウッド 平13．7．30 Ｂ－5006 主成分：ﾌｪﾉｰﾙﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ樹脂
防腐・防蟻剤ｴｺｱｺｰﾙを加圧注入後、
熱硬化させた製品

九州木材工業株式会社 2022.06.30

防腐・防蟻剤処
理木質材料

屋内構造材料用
比較的乾燥した環
境で使用

ＺＢティンバーストランドＬＳＬ 平15．8．25 Ｂ－5007 主成分：ﾎｳ酸亜鉛
丸太を長方形の薄片に削断し、ｲｿｼｱ
ﾈｰﾄ系接着剤、ほう酸亜鉛、ﾜｯｸｽに
よる処理を施し、方向を揃えて、蒸
気噴射プレス法を利用して木材を圧
縮し、仕上げる。

ウェアーハウザージャパン
株式会社

平33.6.30

構造用スターウッドＤⅡ 平24．9．13 Ｂ－5011 主成分：ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ、ﾍｷｻｺﾅ ｿﾞｰﾙ（ｴ
ﾊﾞｰｳｯﾄﾞCX-1）を添加した防腐防蟻
剤処理MDF

ホクシン株式会社 平33.6.30

建築構造用面材及
び建築下地材等

防腐防蟻構造用ハイベストウッド
防腐防蟻ハイ ベストウッド

平18．9．11 Ｂ－5010 主成分：ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ、ﾁｱ
ﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ（ｴﾊﾞｰｳｯﾄﾞ20N）を添加
した防腐防蟻剤処理MDF

株式会社ノダ 平33.6.30

　公益社団法人日本木材保存協会認定 保存剤処理材料　

○保存剤処理木材（木質材料を含む）



品      目 用      途 製　　品　　名 新規認定日 認定番号 主成分、製品仕様など 認定を受けた者 有効期限

床下地表面被覆用 ターミダンシート 平12．12．25 Ｃ－4011 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有EVA樹脂防蟻ｼｰﾄ エフエムシー・ケミカルズ株式会社 2021.12.31

ターミダンシート「ＳＥＳ」 平12．12．25 Ｃ－4012 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有EVA樹脂防蟻ｼｰﾄ 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

コシイターミダンシート 平12．12．25 Ｃ－4013 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有EVA樹脂防蟻ｼｰﾄ 株式会社コシイプレザービング 2021.12.31

モクボーターミダンシート 平14．1．23 Ｃ－4014 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有EVA樹脂防蟻ｼｰﾄ 大日本木材防腐株式会社 2022.12.31

ターミダンＡＳ住宅基礎シート 平14．8．30 Ｃ－4020 ﾀｰﾐﾀﾞﾝｼｰﾄに軟弱地盤改良ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ
ﾋﾟﾚﾝ不織布）を貼り合わせた製品

エフエムシー・ケミカルズ株式会社 2023.06.31

アリダンＶシートⅡＷ 平16．1．21 Ｃ－4021 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ・ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有EVA樹脂防
蟻ｼｰﾄ

フクビ化学工業株式会社 2021.12.31

ターミダンシートＬ 平20．9．4 Ｃ－4032 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有EVA樹脂防蟻ｼｰﾄ エフエムシー・ケミカルズ株式会社 2023.06.31

ターメッシュＥＭ 平22．9．9 Ｃ－4035 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ含有ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ防蟻ｼｰﾄ 株式会社ザイエンス 2022．6．30

アリダンＦシート 平24. 9.13 Ｃ－4040 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ防蟻ｼｰﾄ フクビ化学工業株式会社 平33.6.30

タケロックＮＷ 平27．9．9 Ｃ－4048 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ含有不織布 大阪ガスケミカル株式会社 平33.6.30

ガントナー防蟻防湿シート 平28．2．16 Ｃ－4049 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ含有ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ系樹脂 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ 2021.12.31

アリコンシートＧ 平28．2．16 Ｃ－4050 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ含有ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ系樹脂 オーシカケミテック株式会社 2021.12.31

基礎際及び束石、
配管廻り等処理用

アリダンＡ剤ホワイトⅡW 平17．8．24 Ｃ－4022 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有 SBR系ﾗ
ﾃｯｸｽ ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ

フクビ化学工業株式会社 2023.06.31

アリダンペーストⅡW 平17．8．24 Ｃ－4023 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ･ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有ｽﾁﾚﾝﾌﾞﾀ
ｼﾞｴﾝ系ｺﾞﾑ・ｱｸﾘﾙｽﾁﾚﾝ共重合樹脂系ｴ
ﾏﾙｼﾞｮﾝ

フクビ化学工業株式会社 2023.06.31

ターメシールＥ 平23．9．5 Ｃ－4038 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ含有ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾙ材 株式会社ザイエンス 2023.06.31

ＣＴバリヤー 平23．9．5 Ｃ－4039 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ含有のｾﾒﾝﾄ、珪砂等をｱｸﾘﾙ
樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝと混合攪拌して使用

株式会社竹屋化学研究所 2023.06.31

コシシーラー 平25．2．14 Ｃ－4043 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ含有の防蟻隙間被覆処理用
ｼｰﾘﾝｸﾞ剤

株式会社コシイプレザービング 2021.12.31

アリダンコーキングＫ 平27．2．19 Ｃ－4046 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有の防蟻隙間被覆処
理用ｼｰﾘﾝｸﾞ剤

フクビ化学工業株式会社 平32.12.31

アリダンＡ剤ホワイトＫ 平27．2．19 Ｃ－4047 ｱﾘﾀﾞﾝSV-P工法におけるｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ
含有の基礎際、束石周りの防蟻隙間
処理剤

フクビ化学工業株式会社 平32.12.31

ボンド防蟻シール 2019.09.25 Ｃ－4052 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ含有の防蟻隙間ｼｰﾙ剤 コニシ株式会社 2022.06.30

ハイプレン防蟻フォームＮＴ 2020.02.14 Ｃ－4053 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ含有の防蟻隙間ｼｰﾙ剤 三井化学産資株式会社 2022.12.31

テクノガード 平22．2．8 Ｃ－4033 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ含有ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝを硬
化し、樹脂処理層を形成

株式会社アグリマート 2021.12.31

コシコートＥＶ 平26．2．20 Ｃ－4045 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 株式会社コシイプレザービング 2022.12.31

○保存剤処理非木質系製品

床下土壌、基礎
際・配管廻り、コ
ンクリート表面処
理用

防蟻剤処理非木
質系製品



防蟻剤処理断熱材 スタイロフォームＡＴ 平18．5．1 Ｃ－4024 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有発泡プラスチック
系防蟻剤処理断熱材

ダウ化工株式会社 平32.12.31

ＴＢボード 平19．9．3 Ｃ－4028 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ含有炭酸ｶﾙｼｳﾑ発防蟻剤処理
断熱材

ジオファーム株式会社 2022.06.30

オプティフォーム 平25．2．14 Ｃ－4041 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ含有発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ防蟻剤処理
断熱材

ダイナガ株式会社 2021.12.31

アリダンブロック 平25．2．14 Ｃ－4042 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ含有発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ防蟻剤処理
断熱材

フクビ化学工業株式会社 2021.12.31

ターマイトバリアフォーム 平25．9．5 Ｃ－4044 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞを含有したｴﾏﾙｼﾞｮﾝ溶液を
含浸させたﾎﾞｰﾄﾞ

金山化成株式会社 2022.06.30

ターマイトガードフォームＮ 平28．9．8 Ｃ－4051 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ､ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ含有発泡ﾎﾟﾘｽ
ﾁﾚﾝ防蟻剤処理断熱材

株式会社石山 2022.06.30



○非保存剤処理木材（木質材料を含む）

品      目 用      途 製　　品　　名 認定登録日 認定番号 主成分、製品仕様など 認定を受けた者 有効期限

化学修飾木材 一般建築用、主に
屋外製品用

Ａｃｃｏｙａ 平24．9．13 Ｄ－１001 ｱｾﾁﾙ化した木材 Ｔｉｔａｎ Ｗｏｏｄ Ｂ．Ｖ． 平33.6.30

○非保存剤処理非木質系製品

品      目 用      途 製　　品　　名 認定登録日 認定番号 主成分、製品仕様など 認定を受けた者 有効期限

防蟻性をもつ断
熱材

ミラポリカフォーム 平21．1．27 Ｅ－１001 耐衝撃性の高いﾌﾟﾗｽﾁｯｸであるﾎﾟﾘｶｰ
ﾎﾞﾈｰﾄ樹脂を原料とする発泡体で、
耐蟻性をもつ断熱材

株式会社ＪＳＰ 平32.12.31

粒子による物理
的防蟻材料

ノンケミアリダンクリスタル 平22．9．9 Ｅ－１002 硼珪酸ｶﾞﾗｽ基板を砕い粒形状物で、
粒子による物理的防蟻層に使用

フクビ化学工業株式会社 2022.06.30

　公益社団法人日本木材保存協会認定 非保存剤処理材料




