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公益財団法人日本中毒情報センター 製品情報登録のご案内（農薬） 

公益財団法人日本中毒情報センターでは製品情報登録制度を設けております。お預かりした製品

情報は日本中毒情報センターの内部でデータベース化し、該当製品による中毒事故が発生した場合

の情報提供および問い合わせ内容を事故防止に生かすための基礎資料として利用致します。誠にお

手数ですが、ご協力をお願い致します。 

また農薬に関しては、農薬登録番号が同一の製品であっても、農薬登録の名称と異なる名称で販

売されたり、複数の事業者が取り扱われたりすることが見受けられ、日本中毒情報センターでその実

態を正確に把握するのが困難な状況です。つきましては、貴社取り扱いの農薬登録製品に関するデー

タ登録にあたりまして、下記の内容でお願い致したく、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

記 

●農薬に関して特に必要な情報

   他の製品と共通する項目(商品名、会社名、連絡先、用途、使用法、性状外観、化学的・物理的 

   性質、成分・組成、毒性、法的規制事項、その他)のほか、農薬取締法に関連する下記の項目に 

ついても提供をお願い致します。 

・貴社の取り扱い状況（原体供給、製剤製造、販売等） 

・農薬登録票の記載内容（登録番号、登録の有無（有効、失効）、農薬の名称、 

農薬登録を有している者の名称） 

・製品に記載されている製品名（販売名） 

・製品に記載されている事業者の名称（製造、販売等記載されている全て） 

●製品情報の登録単位

   原則、農薬登録の登録番号ごととし、農薬登録番号1件につき1件の製品情報として登録します。 

ただし同一登録番号であっても、異なる形態で販売されている製品（他社取り扱い等）について、 

製品受信状況の報告を希望される場合は、製品情報を分けて作成する必要がありますので、 

別途製品情報の提供をお願い致します。 

●製品情報登録に必要な資料

1) JPIC 登録製品リスト（農薬用） （必須）

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等） 

・控えとしてプリントアウトしたもの 1 部 

・ 内容（見本：別紙 1） 

製品名、ファイル名、製品ラベルファイル名、登録目的 

貴社の取り扱い状況（原体供給、製造、販売等） 

農薬登録票の記載内容 

製品に記載されている製品名、事業者の名称 

・ 所定の書式（Windows 版 Excel ファイル）を日本中毒情報センターウェブサイトよりからダウン

ロードして作成する（改変可） 
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2) 各製品に関するデータシート（必須） 

JPIC 登録製品リスト上の製品名の件数と合致する数のデータシートをご準備ください。 

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等） 

a. 日本中毒情報センター製品情報データシート(JPIC-DS) を利用する場合 

別紙 2：製品情報データシート（JPIC-DS）記入見本をご参照の上、ご記入ください。 

・ 内容：製品名、会社名、連絡先、用途、使用法、性状外観、化学的・物理的性質、成分・組成、

毒性、法的規制事項、その他中毒情報の提供に必要な情報 

・ 所定の書式（Windows 版 Microsoft-Access/Excel/Word ファイル）を日本中毒情報センター

ウェブサイトからダウンロードする 

・ Excel/Word ファイルの場合は可能な限り 1 データシート 1 ファイルとして作成する 

b. 安全データシート SDS で提供される場合 

・ SDS の場合、Word ファイルもしくはテキスト選択可能な PDF ファイルでお願いします。 

・ 貴社で既に作成されている SDS 等の場合、不足項目がありますので、製品ラベルを必ず添

付ください。 

3) 製品ラベル（必須） 

*外装記載事項確認のため 

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等） 

電子ファイルでの提供が難しい場合は、カラーコピーでも可 

4) カタログ、パンフレット、製品要覧  2 部 

 

●製品情報登録内容の更新 

  登録後、製品情報に変更があった場合はご連絡をお願い致します。 

  また SDS を一括で更新した等の場合は、一式をご提供ください。 

 

●資料送付先（お問い合わせ先) 

資料は下記、製品情報整備担当宛お送りください。また登録内容や資料送付方法等、製品情報に

関するお問い合わせの場合は、下記担当者まで直接お尋ねください。 

        公益財団法人日本中毒情報センター 製品情報整備担当   三瀬
み せ

、梶原
か じ は ら

、山中
や ま な か

 

〒562-0036 大阪府箕面市船場西 2-2-1 ニューエリモビル 

          電話：072-730-2565（製品情報整備担当 直通)  FAX：072-726-9926 

電子メール productinfo＠j-poison-ic.or.jp 

日本中毒情報センターウェブサイト https://www.j-poison-ic.jp 

（2019 年 5 月 7 日より上記 URL に変更になります） 

 

 

なお製品情報の登録(無料)以外に、日本中毒情報センター中毒 110 番の名義使用をご希望される

場合は、賛助会員制度(名義使用会員)へのご加入(有料)をお願い致しております。詳しくは公益財団

法人日本中毒情報センター本部事務局（電話：029-856-3566）までお尋ねください。 

以上 

 



公益財団法人日本中毒情報センター　登録製品リスト（農薬用）
登録会社名 ABC園芸株式会社

登録年月日 2019/4/1

農薬登録番号
登録の有無
（リストから選択）

農薬登録を有して
いる者の名称

製品名（販売名） 事業者の名称（全て）

1 いろは液剤 JPIC001いろは
液剤ラベル1、液
剤ラベル2

新発売 製造 第100000号 有効
あいうえお株式会
社

ＡＢＣいろは液剤
販売：ＡＢＣ園芸株式会社
製造：あいうえお株式会社

2 いろは粒剤 JPIC002いろは プリントアウト MSDS改訂 製造・販売 第200000号 有効
あいうえお株式会
社

ＡＢＣいろは粒剤
販売：ＡＢＣ園芸株式会社
製造：あいうえお株式会社
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JPIC-DS/SDS
ファイル名

製品名（農薬の名称） 備考

農薬登録票の記載内容 製品に記載されている内容
貴社取り扱い状況
（リストから選択）

登録目的
（リストから選択）

製品ラベル
ファイル名

製品ラベルをカラーコピー
で提供の場合

製品ラベルファイル
が複数ある場合は、
列記してください

JPIC登録製品リスト（農薬用）2015

別紙１　JPIC登録製品リスト（農薬用）記入見本



製品情報データシート（ＪＰＩＣ－ＤＳ）   

 公益財団法人 日本中毒情報センター

入力日 2019年4月1 日
会社名：ＡＢＣ園芸株式会社 〔 製造、販売、輸入、その他（ ）〕 

住所：大阪府箕面市船場西２－２－１ 

担当部門： 研究開発部                記入者：     中毒一郎   

電話番号：  072-000-0000                   FAX番号： 072-000-0000    

１．製品名（正式名称） ：いろは液剤

包装記載の商品名：ＡＢＣいろは液剤 あかさたな液剤

販売名     ：

別名・キャッチコピーなど：殺虫剤 持続性のある害虫防除薬 まくだけで効果が続く 浸透移行性

該当処方 製造開始年月日：              製造中止年月日：

２．包装に記載のある会社名および連絡先（３社以上の場合は、１０．その他にご記入下さい）

会社名：ＡＢＣ園芸株式会社 〔 製造、販売、輸入、その他（ ）〕 
担当部門：研究開発部 電話番号：072-000-0000

会社名：あいうえお株式会社 〔 製造、販売、輸入、その他（ 農薬登録   ）〕 
担当部門：農薬化学品開発部 電話番号：029-000-0000

３．用途 殺虫剤(アブラムシ類、カキノヘタムシガ、ツツジグンバイ、チャドクガ、アオムシ) 

アブラムシをはじめケムシ類まで幅広く退治し、しかも効果は約2週間持続する。 

４．使用法（常用量）水で薄めて散布。希釈倍率:250-500倍(適用表参照) 

５．性状・外観

剤型：液剤

色：青色澄明

臭い：

容器の形・特徴：プラスチックボトル（ボトル本体:茶色、キャップ:水色）

包装単位（容量）：100mL/1本

６．化学的・物理的性質

ｐＨ（原液および使用濃度）：3.5～5.5

その他：比重:1.12

３．成分組成（ 主成分以外に溶剤・添加物なども記入下さい。エアゾルの場合は薬液と噴射剤を分けて記入下さい。）

 配合目的 化学名・一般名 組成 単位

有効成分 あかさたな  2 %

その他 界面活性剤  1 %

その他 色素

その他(溶媒) ジエチレングリコール 

その他(溶媒) その他溶媒  

色素+溶媒＝97 %

計 100    %

８．毒性

製品毒性 LD50: 経口 LD50(ラット):>5000mg/kg、経口 LD50(マウス):♂2278mg/kg、♀2305mg/kg、 

( 投与経路，動物種 ）経皮 LD50(ラット):>2000mg/kg、 

眼・皮膚に対する刺激性： 刺激性(ウサギ):眼;軽度、皮膚;なし、 

( 試験法 ) いろは原体:刺激性(眼･皮膚);なし(ウサギ)

９．法的規制事項（ 該当する場合 ）
毒物劇物取締法：該当なし 薬事法：該当なし

農薬取締法：登録番号 第100000号(あいうえお登録) 消防法(危険物)：第3石油類 ジエチレングリコール 
家庭用品品質表示法 その他の法律

１０．その他：成分組成は社外秘、いろははあいうえお株式会社の登録商標

別紙2　製品情報データシート記入見本
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