「家畜残留試験」ほかミツバチ、鳥類を用いる各種有用生物への影響に
関する試験を実施しています。（GLP 準拠・EPA・EU 申請対応）
安全研では、家畜残留試験を含め、以下の試験を実施しています。
詳細については、ホームページの「お問い合わせフォーム」、または
お電話（042-762-2775（代表））でご照会ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------・家畜残留試験（泌乳牛における家畜残留試験） 農薬の登録申請に係る試験成績について
26 年 5 月 15 日 26 消安第 532 号
・家畜残留試験（産卵鶏における家畜残留試験） 平成
水産動植物以外の有用生物への影響に関する試験
ミツバチ影響試験 2-8-1
・残留試験の分析方法の検討及び妥当性確認
蚕影響試験 2-8-2
天敵昆虫等影響試験 2-8-3
・含量測定試験、各種濃度測定
鳥類影響試験
・鳥類影響試験（鳥類経口投与試験）
鳥類強制経口投与試験 2-8-4-1
鳥類混餌投与試験 2-8-4-2
・鳥類影響試験（鳥類混餌投与試験）
残留性に関する試験
家畜への残留性に関する試験
・鳥類影響試験（鳥類繁殖試験）
家畜残留試験 3-2-1
・ミツバチ影響試験（急性経口毒性試験）
・ミツバチ影響試験（接触毒性試験）
・ミツバチ影響試験〔ミツバチ（セイヨウミツバチ）幼虫毒性試験 単回曝露〕
・ミツバチ影響試験〔ミツバチ（セイヨウミツバチ）幼虫毒性試験 反復曝露〕
Residues in Livestock〔OECD TG No. 505〕
Avian Acute Oral Toxicity Test〔OECD TG No. 223・EPA OCSPP 850.2100〕
Avian Dietary Toxicity Test〔OECD TG No. 205・EPA OCSPP 850.2200〕
Avian Reproduction Test〔OECD TG No. 206・EPA OCSPP 850.2300〕
Honeybees, Acute Contact Toxicity Test〔OECD TG No. 214〕
Honey Bee Acute Contact Toxicity Test〔EPA OCSPP 850.3020〕
Honeybees, Acute Oral Toxicity Test〔OECD TG No. 213〕
Honey Bee (Apis Mellifera) Larval Toxicity Test, Single Exposure〔OECD TG No. 237〕
Honey Bee (Apis mellifera) Larval Toxicity Test, Repeated Exposure〔OECD DRAFT
GUIDANCE〕
ボスカリド 家畜残留試験
マラソン 家畜残留試験
メソミル 家畜残留試験
メタラキシル 家畜残留試験
メタラキシルＭ 家畜残留試験
メトキシフェノジド 家畜残留試験
メトコナゾール 家畜残留試験
モリネート 家畜残留試験
ルフェヌロン 家畜残留試験
ＣＹＡＰ 家畜残留試験
ＤＢＥＤＣ 家畜残留試験
ＥＰＮ 家畜残留試験
ＭＣＰＡ 家畜残留試験
ＭＣＰＢ 家畜残留試験
ＰＡＰ 家畜残留試験
アミスルブロム 家畜残留試験
イソプロチオラン 家畜残留試験
イミベンコナゾール 家畜残留試験
ウニコナゾールＰ 家畜残留試験
エスプロカルブ 家畜残留試験
エトフェンプロックス 家畜残留試験
オキサジクロメホン 家畜残留試験
オキソリニック酸 家畜残留試験
オリサストロビン 家畜残留試験
カルタップ 家畜残留試験
グリホサート 家畜残留試験
クロマフェノジド 家畜残留試験
ジクロシメット 家畜残留試験
シフルフェナミド 家畜残留試験
シペルメトリン 家畜残留試験
シメコナゾール 家畜残留試験
チフルザミド 家畜残留試験
ニテンピラム 家畜残留試験
ノニルフェノールスルホン酸銅 家畜残留試験
ヒドロキシイソキサゾール 家畜残留試験
ピリミノバックメチル 家畜残留試験
ピロキロン 家畜残留試験
フェリムゾン 家畜残留試験
フェンピロキシメート 家畜残留試験
フサライド 家畜残留試験
フラメトピル 家畜残留試験
プロシミドン 家畜残留試験
プロチオホス 家畜残留試験
ブロモブチド 家畜残留試験
ペンシクロン 家畜残留試験
ベンスルタップ 家畜残留試験
ベンゾフェナップ 家畜残留試験
ペントキサゾン 家畜残留試験
マンゼブ 家畜残留試験
メトミノストロビン 家畜残留試験
リニュロン 家畜残留試験
ＢＰＭＣ 家畜残留試験
ＩＢＰ 家畜残留試験
イミノクタジン 家畜残留試験
クミルロン 家畜残留試験
シクロプロトリン 家畜残留試験
シラフルオフェン 家畜残留試験
ダイムロン 家畜残留試験
チアジニル 家畜残留試験
テブフロキン 家畜残留試験
フェノキサニル 家畜残留試験
フルセトスルフロン 家畜残留試験
プロベナゾール 家畜残留試験
ベンフレセート 家畜残留試験
マンジプロパミド 家畜残留試験
メプロニル 家畜残留試験
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2,4-D 家畜残留試験
MDBA（ジカンバ）家畜残留試験
ＭＥＰ 家畜残留試験
ＴＰＮ 家畜残留試験
アゾキシストロビン 家畜残留試験
イプロジオン 家畜残留試験
イミダクロプリド 家畜残留試験
インドキサカルブＭＰ 家畜残留試験
エチプロール 家畜残留試験
エテホン 家畜残留試験
オキサジアゾン 家畜残留試験
カルボスルファン 家畜残留試験
キザロホップエチル 家畜残留試験
キャプタン 家畜残留試験
グルホシネート 家畜残留試験
クレソキシムメチル 家畜残留試験
クレトジム 家畜残留試験
クロチアニジン 家畜残留試験
クロラントラニリプロール 家畜残留試験
クロルピリホス 家畜残留試験
クロルフルアズロン 家畜残留試験
クロルメコート 家畜残留試験
シアゾファミド 家畜残留試験
ジノテフラン 家畜残留試験
シハロトリン 家畜残留試験
シハロホップブチル 家畜残留試験
ジフェノコナゾール 家畜残留試験
シフルトリン 家畜残留試験
シプロコナゾール 家畜残留試験
シプロジニル 家畜残留試験
ジメトモルフ 家畜残留試験
シモキサニル 家畜残留試験
スピノサド 家畜残留試験
セトキシジム 家畜残留試験
チオジカルブ 家畜残留試験
チオファネートメチル 家畜残留試験
テブコナゾール 家畜残留試験
テブフェノジド 家畜残留試験
テプラロキシジム 家畜残留試験
テフルベンズロン 家畜残留試験
トリシクラゾール 家畜残留試験
トリフルミゾール 家畜残留試験
トリフルラリン 家畜残留試験
トルクロホスメチル 家畜残留試験
パクロブトラゾール 家畜残留試験
ビフェントリン 家畜残留試験
ピリダリル 家畜残留試験
ファモキサドン 家畜残留試験
フィプロニル 家畜残留試験
フェンバレレート 家畜残留試験
フェンブコナゾール 家畜残留試験
ブプロフェジン 家畜残留試験
フルアジナム 家畜残留試験
フルアジホップ 家畜残留試験
フルアジホップＰ 家畜残留試験
フルシトリネート 家畜残留試験
フルトラニル 家畜残留試験
フルフェノクスロン 家畜残留試験
フルベンジアミド 家畜残留試験
プロクロラズ 家畜残留試験
プロピコナゾール 家畜残留試験
プロヘキサジオン 家畜残留試験
ヘキシチアゾクス 家畜残留試験
ベノミル 家畜残留試験
ペルメトリン 家畜残留試験
ベンタゾン 家畜残留試験
ベンチオカーブ 家畜残留試験
ベンフラカルブ 家畜残留試験
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