
承認日 都道府県名 使用する農薬
使用する農作物名等
の名称

平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾂｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｱｻﾂｷ
平成15年7月29日 北海道 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｱﾛﾆｱ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｱﾛﾆｱ
平成15年4月28日 北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｱﾛﾆｱ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｲｶﾘｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｲｶﾘｿｳ
平成15年4月1日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ
平成15年4月1日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ

平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 北海道 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ

平成15年12月22日 北海道 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ水和剤 ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年9月12日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 北海道 DDVP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 PAP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 北海道 有機銅水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ･ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ﾁｵｼｸﾗﾑ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ



平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年7月29日 北海道 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 北海道 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年7月29日 北海道 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年7月29日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 北海道 PAP乳剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
平成15年9月12日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
平成15年3月10日 北海道 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 北海道 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 北海道 銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 北海道 DDVP乳剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
平成15年9月12日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷｬﾗｳｴｲ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ

平成15年12月22日 北海道 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年9月12日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｹﾞﾝﾁｱﾅ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｹﾞﾝﾁｱﾅ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｺｶﾞﾈﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｻｲｼﾝ(薬用)

平成15年12月22日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻｯﾎﾟﾛ大長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻｯﾎﾟﾛ大長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 北海道 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻｯﾎﾟﾛ大長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 北海道 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 ｻｯﾎﾟﾛ大長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 北海道 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｻｯﾎﾟﾛ大長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｼﾞｵｳ
平成15年7月29日 北海道 DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 DDVP乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｼｼﾄｳ



平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 北海道 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 北海道 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｼｿ
平成15年12月22日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｼｿ
平成15年4月28日 北海道 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｿ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｿ

平成15年12月22日 北海道 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾞﾌﾞﾚｯﾄ
平成15年7月29日 北海道 DDVP乳剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾎｯﾌﾟP乳剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年3月10日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年7月29日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｼﾛﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｼﾛﾅ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ｼﾛﾅ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ

平成15年12月22日 北海道 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ

平成15年12月22日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 北海道 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｾﾙﾘｰ



平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 北海道 DDVP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ECP粉剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 PAP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾝｷｭｳ

平成15年12月22日 北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾎｯﾌﾟP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 北海道 銅水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾀﾞｲｵｳ
平成15年4月1日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾀﾞｲｵｳ
平成15年4月1日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ﾀﾞｲｵｳ
平成15年4月1日 北海道 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾀﾞｲｵｳ
平成15年4月1日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾞｲｵｳ
平成15年4月1日 北海道 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ水和剤 ﾀﾞｲｵｳ

平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 DDVP乳剤 ﾀｲｻｲ
平成15年7月29日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾀｲｻｲ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀｲｻｲ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｲｻｲ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 北海道 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月1日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月1日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年4月28日 北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ECP乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 北海道 ECP粉剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月1日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ

平成15年4月28日 北海道 ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年12月22日 北海道 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月1日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ

平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ



平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月1日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ

平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 北海道 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 DEP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年7月29日 北海道 MEP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 PAP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 TPN水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 北海道 有機銅水和剤 ﾄｳｷ
平成15年7月29日 北海道 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 北海道 PAP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年4月28日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）

平成15年12月22日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 北海道 DDVP乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 北海道 ECP乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 PAP乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ･ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年9月12日 北海道 DEP粒剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 北海道 TPN水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ･ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 北海道 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ



平成15年4月28日 北海道 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年7月29日 北海道 DMTP水和剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
平成15年7月29日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ

平成15年12月22日 北海道 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 北海道 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 北海道 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾋﾏﾜﾘ（種子）
平成15年4月28日 北海道 DDVP乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 北海道 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾌｷ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌｻｽｸﾞﾘ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌｻｽｸﾞﾘ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年12月22日 北海道 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ)

平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾉﾌﾟﾘﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ・旅路・
紅塩谷）

平成15年7月29日 北海道 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤
ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾙﾋﾞ-ｵｸﾔﾏ、ﾘｻﾞ
ﾏｰﾄ、ﾛｻﾞｷ、ﾛｻﾞﾘｵ・ﾋﾞｱ
ﾝｺ、ﾛｻﾞﾘｵ・ﾛｯｿ、ﾏﾘｵ）

平成15年7月29日 北海道 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾙﾋﾞ-ｵｸﾔﾏ、ﾘｻﾞ
ﾏｰﾄ、ﾛｻﾞｷ、ﾛｻﾞﾘｵ・ﾋﾞｱ
ﾝｺ、ﾛｻﾞﾘｵ・ﾛｯｿ、ﾏﾘｵ）

平成15年4月28日 北海道 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（紅塩谷・旅路）
平成15年4月28日 北海道 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（紅塩谷・旅路）
平成15年4月28日 北海道 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(竜宝)
平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ



平成15年3月10日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 北海道 MEP乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 PAP乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ・IPC水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ･ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 北海道 TPN水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年9月12日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年9月12日 北海道 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 北海道 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年7月29日 北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 北海道 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 北海道 有機銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 北海道 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年7月29日 北海道 DDVPくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 北海道 TPNくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 北海道 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年7月29日 北海道 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年7月29日 北海道 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 北海道 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐﾌﾞﾅ

平成15年12月22日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ﾑﾗｻｷ

平成15年12月22日 北海道 TPN水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 北海道 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾖﾛｲｸﾞｻ
平成15年4月28日 北海道 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾘﾝｺﾞ
平成15年7月29日 北海道 DDVP乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年7月29日 北海道 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年7月29日 北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年7月29日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 北海道 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 北海道 ﾃﾌﾟﾗﾛｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ

平成15年12月22日 北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年12月22日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 北海道 DDVP乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 MEP乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 PAP乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 食用ﾕﾘ

平成15年12月22日 北海道 ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 食用ﾕﾘ



平成15年9月12日 北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年4月1日 北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 食用ﾕﾘ

平成15年3月10日 北海道 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用ﾕﾘ
平成15年12月22日 北海道 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年7月29日 北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年4月28日 北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
平成15年3月10日 北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 食用ﾕﾘ

平成15年12月22日 北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 DEP粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 青森県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年4月28日 青森県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 青森県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 青森県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 青森県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 青森県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 青森県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 青森県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 青森県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ



平成15年9月12日 青森県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 青森県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 青森県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 青森県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年12月22日 青森県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ

平成15年12月22日 青森県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年12月22日 青森県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 青森県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 青森県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ

平成15年12月22日 青森県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年12月22日 青森県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年12月22日 青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄｳｷ
平成15年12月22日 青森県 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
平成15年12月22日 青森県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年7月29日 青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 青森県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ

平成15年12月22日 青森県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年12月22日 青森県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年12月22日 青森県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年9月12日 青森県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 青森県 BPPS水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ



平成15年3月10日 青森県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 水和硫黄剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 生石灰 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 青森県 硫酸銅 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 青森県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 青森県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ

平成15年12月22日 青森県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年12月22日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
平成15年7月29日 青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（ｲﾀﾘｱ）
平成15年3月10日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（ｲﾀﾘｱ）
平成15年3月10日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ）
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾌﾚﾄﾞﾆｱ)
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾔﾄﾐﾛｰｻﾞ)
平成15年3月10日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙﾋﾞｰｵｸﾔﾏ)
平成15年4月28日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙﾋﾞｰｵｸﾔﾏ)
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙﾋﾞｰ大久保)
平成15年3月10日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾛｻﾞﾘｵ･ﾛｯｿ)
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ)
平成15年4月28日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(伊豆錦)
平成15年4月28日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅伊豆)
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(赤嶺)

平成15年12月22日 青森県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 青森県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 DDVP乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 青森県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年3月10日 青森県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 青森県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 青森県 DDVP乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 TPN水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 青森県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年3月10日 青森県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年7月29日 青森県 DDVP乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 青森県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾕｳｶﾞｵ

平成15年12月22日 青森県 DEP乳剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年12月22日 青森県 DEP粉剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年9月12日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年9月12日 青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年7月29日 青森県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 青森県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 青森県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 青森県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｱﾜ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ



平成15年9月12日 岩手県 DDVP乳剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年9月12日 岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年9月12日 岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
平成15年9月12日 岩手県 DDVP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年9月12日 岩手県 PAP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年9月12日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
平成15年4月28日 岩手県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年9月12日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 岩手県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 岩手県 DEP粒剤 ｼｿ
平成15年12月22日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年12月22日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｿ
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 岩手県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 岩手県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年9月12日 岩手県 DDVP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年9月12日 岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年4月28日 岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 岩手県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 岩手県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 岩手県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年9月12日 岩手県 DDVP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 PAP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 TPN水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年9月12日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）

平成15年12月22日 岩手県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 岩手県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岩手県 有機銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ



平成15年4月28日 岩手県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ･ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾋｴ
平成15年4月28日 岩手県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾋｴ
平成15年3月10日 岩手県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 岩手県 ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾉﾌﾟﾘﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｰﾘｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ)

平成15年4月28日 岩手県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系4倍体品
種､ｱ-ﾘ-ｽﾁｭ-ﾍﾞﾝ)

平成15年4月28日 岩手県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅伊豆､藤稔)
平成15年4月28日 岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 岩手県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 岩手県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 岩手県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年9月12日 岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 岩手県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 岩手県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 岩手県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 岩手県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 岩手県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 岩手県 DDVP乳剤 ﾓｯｺｳ
平成15年12月22日 岩手県 TPN水和剤 ﾓｯｺｳ
平成15年12月22日 岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ﾓｯｺｳ
平成15年12月22日 岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾓｯｺｳ
平成15年4月28日 岩手県 MEP乳剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年3月10日 岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年4月28日 岩手県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年3月10日 岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年9月12日 岩手県 DEP粉剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 岩手県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 岩手県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 岩手県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 岩手県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 岩手県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 岩手県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 岩手県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 岩手県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 宮城県 CYAP水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 DEP乳剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 DMTP水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 MEP乳剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ



平成15年4月28日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 宮城県 水和硫黄剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 有機銅水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｱｻﾂｷ
平成15年4月28日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｱｻﾂｷ
平成15年9月12日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｻﾂｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾂｷ
平成15年7月29日 宮城県 DMTP乳剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱｾﾛﾗ

平成15年12月22日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年12月22日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年9月12日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 宮城県 PAP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 宮城県 MEP乳剤 ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾄｲﾓ

平成15年12月22日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 宮城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

平成15年12月22日 宮城県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮城県 PAP乳剤 ｼｿ



平成15年7月29日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｼｿ

平成15年12月22日 宮城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｼｿ

平成15年12月22日 宮城県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 宮城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 宮城県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 宮城県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ

平成15年12月22日 宮城県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 宮城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 宮城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 PAP乳剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 TPN水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年4月28日 宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 宮城県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ



平成15年7月29日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 宮城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾀｶﾅ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾃﾞ
平成15年7月29日 宮城県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 宮城県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年7月29日 宮城県 PAP乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 宮城県 TPN水和剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ

平成15年12月22日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年7月29日 宮城県 DEP粉剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 宮城県 DEP粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年7月29日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年7月29日 宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 宮城県 有機銅水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ

平成15年12月22日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 宮城県 DDVP乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 宮城県 MEP乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 宮城県 PAP乳剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 宮城県 TPN水和剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ



平成15年4月28日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 宮城県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ﾚﾅｼﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年7月29日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 宮城県 DDVP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 DEP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 DEP粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 PAP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 宮城県 DEP粒剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 宮城県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾌｷ
平成15年9月12日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾌﾕｱｵｲ

平成15年12月22日 宮城県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 宮城県 PAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 宮城県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ



平成15年7月29日 宮城県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 宮城県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 宮城県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 DDVP乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ
水和剤

ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年9月12日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮城県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮城県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞﾀｹ
平成15年4月28日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞﾀｹ
平成15年7月29日 宮城県 DDVP乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 TPN水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ・ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 宮城県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 宮城県 DDVP乳剤 ﾕｷﾅ
平成15年12月22日 宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾕｷﾅ



平成15年3月10日 宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾕｷﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾕｷﾅ
平成15年3月10日 宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾕｷﾅ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾕｷﾅ
平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾕｷﾅ
平成15年12月22日 宮城県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年12月22日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ･銅水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年12月22日 宮城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年12月22日 宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 宮城県 銅水和剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 宮城県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 宮城県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ

平成15年12月22日 宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 食用ﾕﾘ
平成15年4月28日 宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 食用ﾕﾘ

平成15年12月22日 宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年12月22日 宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年12月22日 宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年12月22日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 宮城県 銅水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 宮城県 TPN水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 TPN粉剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 秋田県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 秋田県 DEP粉剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ
平成15年3月10日 秋田県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年3月10日 秋田県 DDVP乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 DEP粉剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ

平成15年12月22日 秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｵｳﾄｳ



平成15年3月10日 秋田県 DEP乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年9月12日 秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年9月12日 秋田県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年9月12日 秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 秋田県 銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 秋田県 TPN水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 秋田県 PAP乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 秋田県 MEP乳剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｺｺﾞﾐ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ
平成15年3月10日 秋田県 DEP水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 BT水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 秋田県 MEP乳剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼﾞｭﾝｻｲ

平成15年12月22日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
平成15年4月28日 秋田県 4-CPA液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 DBEDC乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 秋田県 DEP粉剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ



平成15年4月28日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 秋田県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年3月10日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 秋田県 TPN水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 秋田県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 秋田県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 秋田県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 秋田県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 秋田県 銅水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀｲﾅ
平成15年3月10日 秋田県 MEP水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 秋田県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁｼﾞﾐﾅ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 DEP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 DEP粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 MEP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年3月10日 秋田県 DEP水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ



平成15年4月28日 秋田県 DEP粉剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 秋田県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 秋田県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾌｸﾀﾁ
平成15年3月10日 秋田県 DDVP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 秋田県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 秋田県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 秋田県 DDVP乳剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年4月28日 秋田県 DEP乳剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年3月10日 秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年4月28日 秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年3月10日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞｸﾛﾙﾌﾟﾛｯﾌﾟ液剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 秋田県 銅水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年3月10日 秋田県 DEP水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 PAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ



平成15年4月28日 秋田県 PAP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 秋田県 TPNくん煙剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 秋田県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 BT水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾊﾞﾁﾙｽｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 秋田県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 秋田県 PAP乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 秋田県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 秋田県 TPN水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年9月12日 秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年9月12日 秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年3月10日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
平成15年3月10日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年9月12日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 秋田県 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ粉剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 秋田県 TPN水和剤 ﾖﾌﾞｽﾏｿｳ
平成15年3月10日 秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾖﾌﾞｽﾏｿｳ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 秋田県 PAP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 食用ｷﾞｸ



平成15年3月10日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 秋田県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 秋田県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 秋田県 MEP乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 TPN水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 秋田県 DEP粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 秋田県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 山形県 DMTP水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｱｻﾂｷ
平成15年4月28日 山形県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｱｻﾂｷ

平成15年12月22日 山形県 MEP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 山形県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｳｺｷﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年9月12日 山形県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ｳﾙｲ
平成15年9月12日 山形県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年7月29日 山形県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年7月29日 山形県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 山形県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｵｳﾄｳ
平成15年4月28日 山形県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 山形県 DDVP乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年4月28日 山形県 ｱｼｭﾗﾑ液剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ

平成15年12月22日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｵｸﾗ



平成15年4月28日 山形県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 山形県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 山形県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 山形県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｶﾘﾝ

平成15年12月22日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 山形県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年9月12日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺｺﾞﾐ
平成15年4月28日 山形県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 山形県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ

平成15年12月22日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 山形県 PAP粉剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)

平成15年12月22日 山形県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 山形県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｲﾀｹ
平成15年7月29日 山形県 DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 山形県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 山形県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽｸﾞﾘ

平成15年12月22日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年7月29日 山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年7月29日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 山形県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｾｲｻｲ
平成15年9月12日 山形県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｾｲｻｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾｲｻｲ
平成15年4月28日 山形県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 山形県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 山形県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀｹﾉｺ
平成15年4月28日 山形県 DDVP乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 山形県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 山形県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ



平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年9月12日 山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年9月12日 山形県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌｷﾉﾄｳ
平成15年4月28日 山形県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 山形県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 山形県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年12月22日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 山形県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 山形県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年7月29日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年7月29日 山形県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年7月29日 山形県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ

平成15年12月22日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 山形県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 山形県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 山形県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 山形県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 山形県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 山形県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 山形県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 山形県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 山形県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 山形県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 山形県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ･ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 山形県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年12月22日 山形県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 山形県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山形県 DEP乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 山形県 有機銅水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 山形県 DDVP乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山形県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
平成15年9月12日 山形県 PAP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 山形県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年9月12日 山形県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年9月12日 山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年7月29日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾕｷﾅ
平成15年7月29日 山形県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾕｷﾅ
平成15年7月29日 山形県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾕｷﾅ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾜﾗﾋﾞ
平成15年9月12日 山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ

平成15年12月22日 山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年9月12日 山形県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年7月29日 山形県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 食用ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 山形県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 山形県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 山形県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 福島県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｱｻﾂｷ
平成15年12月22日 福島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 福島県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 福島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｳﾄﾞ
平成15年7月29日 福島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ



平成15年12月22日 福島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 福島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 福島県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 福島県 DEP粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 福島県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福島県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 福島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福島県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福島県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ｽﾓﾓ
平成15年9月12日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 福島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 福島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年12月22日 福島県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年12月22日 福島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 福島県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 福島県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 福島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年12月22日 福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福島県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 福島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ

平成15年12月22日 福島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年12月22日 福島県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 福島県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 福島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 福島県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 福島県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 DMTP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ﾁｱｼﾞｱｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 生石灰 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 福島県 有機銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 福島県 硫酸亜鉛 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 福島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ



平成15年4月28日 福島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ)
平成15年4月28日 福島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(安芸ｸｲｰﾝ)
平成15年4月28日 福島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(高尾)
平成15年3月10日 福島県 DDVP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 福島県 DEP乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 福島県 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 福島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 福島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 福島県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 福島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 福島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 福島県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 福島県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 福島県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年7月29日 福島県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 福島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 福島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 福島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 福島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 福島県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 福島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 福島県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 福島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 福島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 福島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 福島県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 福島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 福島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年7月29日 福島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 福島県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福島県 D-D剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 福島県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 福島県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 福島県 水酸化第二銅 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ

平成15年12月22日 茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月1日 茨城県 D-D剤 ｳﾄﾞ

平成15年4月28日 茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年12月22日 茨城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年12月22日 茨城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ｶｷ（西村早生）



平成15年3月10日 茨城県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 茨城県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 茨城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 茨城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 茨城県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 茨城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 茨城県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 茨城県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年12月22日 茨城県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 茨城県 D-D剤 ｼｿ

平成15年12月22日 茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年7月29日 茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 茨城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 茨城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 茨城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 茨城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 茨城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 茨城県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾆﾗ
平成15年12月22日 茨城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 茨城県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 茨城県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 茨城県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 茨城県 D-D剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 茨城県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 茨城県 DDVP乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 茨城県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 茨城県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(2倍体品種)
平成15年4月28日 茨城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
平成15年4月28日 茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 茨城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 茨城県 D-D剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 茨城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 茨城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 茨城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 茨城県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年4月1日 茨城県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年12月22日 茨城県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 茨城県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 茨城県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 茨城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 茨城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 茨城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 茨城県 TPN水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 茨城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾚﾝｺﾝ

平成15年12月22日 茨城県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年4月28日 茨城県 TPN水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 茨城県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 茨城県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月1日 茨城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年7月29日 茨城県 D-D剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 茨城県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 茨城県 ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 茨城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 栃木県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年12月22日 栃木県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ

平成15年4月1日 栃木県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月1日 栃木県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月1日 栃木県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ

平成15年3月10日 栃木県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月1日 栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾄﾞ

平成15年3月10日 栃木県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 栃木県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 栃木県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 栃木県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 栃木県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 栃木県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 栃木県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年3月10日 栃木県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 栃木県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 栃木県 MEP乳剤 ﾜﾗﾋﾞ
平成15年4月1日 栃木県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾜﾗﾋﾞ
平成15年4月1日 栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾜﾗﾋﾞ

平成15年4月28日 群馬県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 群馬県 ﾏﾗｿﾝ･MEP乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ

平成15年12月22日 群馬県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 群馬県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 群馬県 DEP乳剤 ｳﾒ
平成15年4月28日 群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 群馬県 PAP粉剤 ｵｵﾑｷﾞ
平成15年3月10日 群馬県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｵｸﾗ



平成15年3月10日 群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶｷﾅ
平成15年4月28日 群馬県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 群馬県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ｻｲｼﾝ(薬用)

平成15年12月22日 群馬県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 群馬県 DEP乳剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 群馬県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 群馬県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年3月10日 群馬県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 群馬県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年7月29日 群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 群馬県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ
平成15年7月29日 群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ

平成15年12月22日 群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 群馬県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 群馬県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 群馬県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 群馬県 ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 群馬県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 群馬県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 群馬県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 群馬県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 群馬県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌｷ

平成15年3月10日 群馬県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤

ﾌ ﾄ ｳ（ﾃ ﾗｳｴｱ、巨峰、
ﾋﾟｵｰﾈ､ﾋﾑﾛｯﾄﾞ、高尾、
安芸ｸｲｰﾝ､ﾊﾆｰｼｰﾄﾞﾚ
ｽ、ｷﾝｸﾞﾃﾞﾗ、ﾏｽｶｯﾄ、ﾍﾞ
ﾘ A）

平成15年3月10日 群馬県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤

ﾌ ﾄ ｳ（ﾃ ﾗｳｴｱ、巨峰、
ﾋﾟｵｰﾈ､ﾋﾑﾛｯﾄﾞ、高尾、
安芸ｸｲｰﾝ､ﾊﾆｰｼｰﾄﾞﾚ
ｽ、ｷﾝｸﾞﾃﾞﾗ、ﾏｽｶｯﾄ、ﾍﾞ
ﾘ A）

平成15年4月28日 群馬県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
平成15年4月28日 群馬県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
平成15年4月28日 群馬県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
平成15年4月28日 群馬県 CYAP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 群馬県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 群馬県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 群馬県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年7月29日 群馬県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 群馬県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾍﾞﾝﾘﾅ
平成15年4月28日 群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 群馬県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 群馬県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年7月29日 群馬県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 群馬県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 群馬県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 群馬県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 群馬県 DDVP乳剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ

平成15年12月22日 群馬県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 埼玉県 D-D剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 埼玉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 埼玉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾜｲ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 埼玉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年12月22日 埼玉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 埼玉県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)

平成15年12月22日 埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 埼玉県 DDVP乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ

平成15年12月22日 埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年4月1日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月1日 埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｳﾛｰﾗ21)
平成15年3月10日 埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｳﾛｰﾗ21)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾘｻ)
平成15年3月10日 埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾘｻ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌｨﾝｶﾞｰ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾊｲﾍﾞﾘｰ)
平成15年3月10日 埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾊｲﾍﾞﾘｰ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙｰﾍﾞﾙﾏｽｶｯﾄ)
平成15年3月10日 埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙｰﾍﾞﾙﾏｽｶｯﾄ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(仮称山ﾋﾟﾝｸ)
平成15年3月10日 埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(仮称赤ﾊﾞﾗ)

平成15年12月22日 埼玉県 DEP粉剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 埼玉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 埼玉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 埼玉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 埼玉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ



平成15年12月22日 埼玉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 埼玉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 埼玉県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 埼玉県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 埼玉県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 埼玉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 埼玉県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 埼玉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 埼玉県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 埼玉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 埼玉県 D-D剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 埼玉県 DEP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 埼玉県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 埼玉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 美味菜(ﾍﾞﾝﾘ菜)
平成15年3月10日 埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 美味菜(ﾍﾞﾝﾘ菜)

平成15年12月22日 埼玉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年12月22日 埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾘ類(漬物用)
平成15年4月28日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｳﾘ類(漬物用)

平成15年12月22日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 BT水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･銅水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 銅水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 千葉県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 千葉県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｶﾌﾞ



平成15年4月28日 千葉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年12月22日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年3月10日 千葉県 TPN水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年9月12日 千葉県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸・ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年9月12日 千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年9月12日 千葉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 千葉県 4-CPA液剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙくん煙剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 千葉県 BT水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 千葉県 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･銅水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 千葉県 銅水和剤 ｿﾚﾙ



平成15年9月12日 千葉県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 BT水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･銅水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 銅水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 千葉県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 千葉県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 千葉県 D-D剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 千葉県 D-D剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 千葉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ



平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 千葉県 MEP粉剤 ﾋﾞﾜ
平成15年3月10日 千葉県 ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年12月22日 千葉県 ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ･ﾊﾞｼｱｰﾅ乳剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 千葉県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 千葉県 BT水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 千葉県 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ･銅水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 千葉県 銅水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ

平成15年12月22日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 千葉県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 千葉県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 D-D剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 千葉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 千葉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ



平成15年4月28日 千葉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 千葉県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 千葉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 千葉県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 千葉県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ

平成15年12月22日 千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ

平成15年12月22日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 千葉県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 千葉県 ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ 日本ﾅｼ

平成15年12月22日 千葉県 ｼｮｸｶﾞﾀﾏﾊﾞｴ剤 日本ﾅｼ
平成15年12月22日 千葉県 ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ剤 日本ﾅｼ
平成15年3月10日 千葉県 ﾅﾐﾋﾒｶﾒﾑｼ 日本ﾅｼ
平成15年3月10日 千葉県 ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑﾚｶﾆ 日本ﾅｼ
平成15年3月10日 千葉県 ﾊﾞﾁﾙｽﾁｭｰﾘﾝｹﾞﾝｼｽ 日本ﾅｼ
平成15年3月10日 千葉県 MEP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 千葉県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 千葉県 D-D剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ



平成15年9月12日 千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年12月22日 千葉県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 千葉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 千葉県 MEP乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 PAP乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年3月10日 千葉県 TPN水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年9月12日 千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年3月10日 千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
平成15年4月28日 千葉県 TPN水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 千葉県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 千葉県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 東京都 TPN水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 東京都 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｰﾃﾞｺﾛﾝﾐﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵｰﾃﾞｺﾛﾝﾐﾝﾄ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 東京都 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾓﾐｰﾙ



平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾓﾐｰﾙ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾚｰﾌﾟﾗﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾚｰﾌﾟﾗﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 東京都 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 東京都 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 東京都 TPN水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾝﾄﾘﾅ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｰﾄﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾃﾞ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾃﾞ
平成15年3月10日 東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾃﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾃﾞ
平成15年7月29日 東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀﾃﾞ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾃﾞ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｺﾘ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 東京都 BT水和剤 ﾂﾊﾞｷ(実)

平成15年12月22日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾂﾙﾅ



平成15年4月28日 東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年7月29日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年3月10日 東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾂﾙﾅ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ(葉)
平成15年9月12日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾐﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年9月12日 東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 東京都 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 東京都 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 東京都 DMTP乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年4月28日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年9月12日 東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年9月12日 東京都 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 東京都 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｰﾘｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾅﾉｽﾏｲﾙ)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾅﾉｽﾏｲﾙ)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾞｬｽﾐﾝ)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾞｬｽﾐﾝ)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(安芸ｸｲｰﾝ)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(安芸ｸｲｰﾝ)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅伊豆)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅伊豆)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅瑞宝)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅瑞宝)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅冨士)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅冨士)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(高妻)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(高妻)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(高墨)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紫玉)



平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紫玉)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(多摩ゆたか)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(多摩ゆたか)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(天秀)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(天秀)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(藤稔)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(藤稔)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(白峰)
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(竜宝)
平成15年4月28日 東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(竜宝)
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄﾐﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄﾐﾝﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年9月12日 東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年9月12日 東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 東京都 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 東京都 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 東京都 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 東京都 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 東京都 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 東京都 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾖﾒﾅ
平成15年4月28日 東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾖﾒﾅ
平成15年7月29日 東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾖﾒﾅ
平成15年4月28日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾖﾒﾅ
平成15年4月28日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾖﾒﾅ
平成15年3月10日 東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾖﾒﾅ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾖﾒﾅ
平成15年4月28日 東京都 DMTP乳剤 ﾚｲｼ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 花ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 花ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 東京都 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年4月28日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用月桂樹



平成15年3月10日 東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 東京都 ｹﾙｾﾝ水和剤 未成熟ｼｶｸﾏﾒ
平成15年3月10日 東京都 TPN水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 神奈川県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 神奈川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 神奈川県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 神奈川県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 神奈川県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 神奈川県 硫黄くん煙剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 神奈川県 金属銀剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｺﾞｷﾞｮｳ

平成15年12月22日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 神奈川県 金属銀剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ

平成15年12月22日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｽｲｶ
平成15年3月10日 神奈川県 硫黄くん煙剤 ｽｲｶ
平成15年4月28日 神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｾﾘ
平成15年4月28日 神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 神奈川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 神奈川県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 神奈川県 DDVP乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 硫黄くん煙剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 金属銀剤 ﾄﾏﾄ（水耕）
平成15年4月28日 神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年3月10日 神奈川県 金属銀剤 ﾈｷﾞ（水耕）
平成15年4月28日 神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 神奈川県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(藤稔)
平成15年9月12日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 神奈川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

平成15年12月22日 神奈川県 金属銀剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾒﾛﾝ



平成15年3月10日 神奈川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 神奈川県 ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ水和剤 ﾒﾛﾝ

平成15年12月22日 神奈川県 金属銀剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 大山そだち
平成15年9月12日 神奈川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 大山そだち

平成15年12月22日 神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 大山そだち
平成15年12月22日 神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年12月22日 神奈川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山梨県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ｶｷ（松本早生富生）
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ

平成15年12月22日 山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 山梨県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 山梨県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山梨県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山梨県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 山梨県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山梨県 ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 山梨県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 山梨県 酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 山梨県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 山梨県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ

平成15年12月22日 山梨県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 山梨県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年3月10日 山梨県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 山梨県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 山梨県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 山梨県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 山梨県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 大野菜
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 長禅寺菜



平成15年7月29日 山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 長禅寺菜
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山梨県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 鳴沢菜
平成15年7月29日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ

平成15年12月22日 長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱﾜ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱﾜ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年3月10日 長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年7月29日 長野県 生石灰 ｱﾝｽﾞ
平成15年3月10日 長野県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年7月29日 長野県 硫酸銅 ｱﾝｽﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ｳｽﾋﾗﾀｹ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ｳｽﾋﾗﾀｹ

平成15年12月22日 長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ

平成15年12月22日 長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ｴﾘﾝｷﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ｴﾘﾝｷﾞ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 長野県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 長野県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年7月29日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾓﾐｰﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ｶﾗｼﾅ



平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 長野県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｷﾋﾞ
平成15年7月29日 長野県 MEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｸﾙﾐ
平成15年3月10日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 長野県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ



平成15年4月28日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 D-D剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年7月29日 長野県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ

平成15年12月22日 長野県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ

平成15年12月22日 長野県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年7月29日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
平成15年9月12日 長野県 MEP乳剤 ｿﾊﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾊﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ

平成15年12月22日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾀｱｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年7月29日 長野県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 長野県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 長野県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ



平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年9月12日 長野県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ﾄｳｷ

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年9月12日 長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 長野県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱｼﾞｱｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 水和硫黄剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 長野県 生石灰 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 銅･有機銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 長野県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 長野県 硫酸亜鉛 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年7月29日 長野県 硫酸銅 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年9月12日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年9月12日 長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾊﾟｾﾘ



平成15年9月12日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 ﾊﾔﾄｳﾘ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼｴﾁﾚﾝﾍｷｼﾀﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 長野県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ (米国系品種)
平成15年3月10日 長野県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(欧州系品種)
平成15年3月10日 長野県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(欧州系品種)
平成15年3月10日 長野県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(欧州系品種)

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（欧米雑種）
平成15年12月22日 長野県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（欧米雑種）
平成15年3月10日 長野県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系品種)
平成15年3月10日 長野県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系品種)
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ﾌﾞﾅｼﾒｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌﾞﾅｼﾒｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 DEP乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年7月29日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年9月12日 長野県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ



平成15年4月28日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 長野県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 長野県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長野県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 長野県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年9月12日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾐﾌﾞﾅ

平成15年12月22日 長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 長野県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼｴﾁﾚﾝﾍｷｼﾀﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ ﾘﾝｺﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 長野県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾜﾗﾋﾞ
平成15年4月28日 長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 羽広菜
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 羽広菜
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 羽広菜
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 羽広菜
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 羽広菜
平成15年7月29日 長野県 DDVP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 DEP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 TPN水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ



平成15年7月29日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 源助ｶﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 長野県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 食用ｿﾙｶﾞﾑ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 長野県 DDVP乳剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年7月29日 長野県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 非結球ﾚﾀｽ

平成15年12月22日 長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 長野県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年7月29日 長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 長野県 DDVP乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長野県 D-D剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 長野県 TPN水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 長野県 銅水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 静岡県 DDVP乳剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 静岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 静岡県 ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年4月28日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｴﾝｻｲ
平成15年12月22日 静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｴﾝｻｲ



平成15年9月12日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 静岡県 TPN水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年12月22日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｳﾚﾝ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵｳﾚﾝ
平成15年3月10日 静岡県 TPN水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｶﾗｼﾅ

平成15年12月22日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 静岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 静岡県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ油剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
平成15年3月10日 静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
平成15年4月28日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年4月28日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｪﾘﾄﾙｱ剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻｸﾗﾊﾞ

平成15年12月22日 静岡県 ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ・ｸﾞﾗｾﾗｲ剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年12月22日 静岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年3月10日 静岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 静岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年12月22日 静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ

平成15年12月22日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年12月22日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 静岡県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ



平成15年12月22日 静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 静岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 静岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｱｻｲ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾀｱｻｲ
平成15年9月12日 静岡県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｱｻｲ
平成15年9月12日 静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾀｱｻｲ
平成15年9月12日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 静岡県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ

平成15年12月22日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年12月22日 静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
平成15年12月22日 静岡県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 静岡県 有機銅水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｸｻｲ

平成15年12月22日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ



平成15年12月22日 静岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 静岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊｯｶ
平成15年12月22日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)

平成15年12月22日 静岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年12月22日 静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 静岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 静岡県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 静岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 静岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 静岡県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 静岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 静岡県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 静岡県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 静岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 静岡県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ･ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 静岡県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 静岡県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 静岡県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾗｯｷｮｳ



平成15年3月10日 静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 静岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 静岡県 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ

平成15年12月22日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年12月22日 静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 静岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 静岡県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年12月22日 静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾙｲ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 新潟県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年4月28日 新潟県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 新潟県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｵｻｷﾅ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｵｵｻｷﾅ
平成15年9月12日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｵｵｻｷﾅ

平成15年12月22日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 新潟県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶｸﾞﾗﾅﾝﾊﾞﾝ
平成15年9月12日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 新潟県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 新潟県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 新潟県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞﾝﾅﾝ

平成15年12月22日 新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ACN粒剤 ｸﾜｲ
平成15年4月28日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ



平成15年4月28日 新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｸﾜｲ
平成15年4月28日 新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 新潟県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 新潟県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 新潟県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 新潟県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 新潟県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 新潟県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｼｿ
平成15年4月28日 新潟県 ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 新潟県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年4月28日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 新潟県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 新潟県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｾﾝｷｭｳ
平成15年9月12日 新潟県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ

平成15年12月22日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ

平成15年12月22日 新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 新潟県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 新潟県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 新潟県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 新潟県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ

平成15年12月22日 新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 新潟県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 新潟県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
平成15年9月12日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ

平成15年12月22日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳﾅ
平成15年9月12日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾄｳﾅ



平成15年4月28日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 新潟県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 新潟県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 新潟県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 新潟県 銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 新潟県 硫酸亜鉛 ﾈｸﾀﾘﾝ

平成15年12月22日 新潟県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 新潟県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 新潟県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 新潟県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 新潟県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 新潟県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 新潟県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾎｿﾊﾞｵｹﾗ

平成15年12月22日 新潟県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 新潟県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾒｲｹﾅ



平成15年9月12日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾒｲｹﾅ
平成15年9月12日 新潟県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾒｲｹﾅ

平成15年12月22日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年12月22日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 新潟県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 新潟県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年3月10日 新潟県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年12月22日 新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年12月22日 新潟県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年3月10日 新潟県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年4月28日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 新潟県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 新潟県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ

平成15年12月22日 新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ

平成15年12月22日 新潟県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年9月12日 新潟県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 新潟県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 新潟県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 富山県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年12月22日 富山県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 石川県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 石川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 石川県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 石川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 石川県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 石川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年12月22日 石川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾝｼｮ
平成15年7月29日 石川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ

平成15年12月22日 石川県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年12月22日 石川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 石川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 石川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年12月22日 石川県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 石川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年4月28日 石川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ

平成15年12月22日 石川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年4月1日 石川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年4月1日 石川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ

平成15年7月29日 石川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 石川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 石川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ



平成15年12月22日 石川県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 石川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年7月29日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年7月29日 石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 石川県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾅｽ

平成15年12月22日 石川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 石川県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(2倍体品種（ﾖｰﾛｯ
ﾊﾟ系品種))

平成15年4月1日 石川県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
平成15年4月28日 石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月1日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年4月28日 石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 石川県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 石川県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 石川県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 石川県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 石川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月1日 石川県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 石川県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 石川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾌﾞﾅ

平成15年12月22日 石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年12月22日 石川県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 石川県 DEP粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ

平成15年12月22日 石川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年4月28日 石川県 DBEDC乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月28日 石川県 DDVP乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月28日 石川県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月28日 石川県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年12月22日 福井県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福井県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 福井県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 福井県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 福井県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 福井県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)



平成15年4月28日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 岐阜県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 岐阜県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 岐阜県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年7月29日 岐阜県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
平成15年7月29日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶｲﾗﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 岐阜県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 岐阜県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 岐阜県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｷｭｳﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 DDVP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 銅水和剤 ｸﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 岐阜県 CYAP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 DEP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年3月10日 岐阜県 MEP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年7月29日 岐阜県 DDVP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾅｶﾝｿﾞｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 岐阜県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ



平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ･ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年7月29日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年7月29日 岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年7月29日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年7月29日 岐阜県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
平成15年3月10日 岐阜県 DEP粒剤 ﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年3月10日 岐阜県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 水和硫黄剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ

平成15年12月22日 岐阜県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 岐阜県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)



平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 岐阜県 CYAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 岐阜県 TPN水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 岐阜県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年3月10日 岐阜県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 岐阜県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 岐阜県 DDVP乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 DEP粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 岐阜県 DDVP乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 DMTP水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 岐阜県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ



平成15年3月10日 岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年7月29日 岐阜県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝﾃｰﾌﾟ 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾃﾌﾟﾗﾛｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 岐阜県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年9月12日 愛知県 金属銀剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 愛知県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｳｲｷｮｳ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｳﾘ類(漬物用)
平成15年7月29日 愛知県 D-D剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年3月10日 愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ｴｺﾞﾏ
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ



平成15年4月28日 愛知県 ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ乳剤 ｶｷ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ｶｷ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛知県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛知県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛知県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｷｸ（葉）
平成15年7月29日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｷｸ（葉）

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｷｸ（葉）
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｷｸ（葉）
平成15年4月28日 愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｷｭｳﾘ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｷｭｳﾘ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｷｭｳﾘ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｷﾞﾝﾅﾝ

平成15年12月22日 愛知県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ



平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年12月22日 愛知県 ｱｼｭﾗﾑ液剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年12月22日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年9月12日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 愛知県 TPN水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年12月22日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年12月22日 愛知県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年3月10日 愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛知県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年9月12日 愛知県 D-D剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ



平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 D-D剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｿ

平成15年12月22日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年7月29日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ(穂ｼｿ)

平成15年12月22日 愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)

平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 愛知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年4月28日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛知県 有機銅水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｽｲｶ
平成15年7月29日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｽﾞｲｷ
平成15年7月29日 愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｽﾞｲｷ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年9月12日 愛知県 有機銅水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ



平成15年4月28日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年12月22日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 愛知県 DDVP乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 愛知県 D-D剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾀｲﾑ

平成15年12月22日 愛知県 TPN水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年12月22日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾞﾂｲﾓ

平成15年12月22日 愛知県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年7月29日 愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年4月28日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年7月29日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ



平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾃﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾃﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀﾃﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾂﾙﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年7月29日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ

平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年9月12日 愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年7月29日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ

平成15年12月22日 愛知県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾅｽ

平成15年12月22日 愛知県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾅﾊﾞﾅ類
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ類

平成15年12月22日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 愛知県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年12月22日 愛知県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ



平成15年4月28日 愛知県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年12月22日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｸｻｲ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年12月22日 愛知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年4月28日 愛知県 TPN水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ



平成15年4月28日 愛知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ乳剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌﾟﾁﾍﾞｰﾙ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰)
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ粉末 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 愛知県 DDVP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾌｪﾆｿﾌﾞﾛﾓﾚｰﾄ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛知県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 愛知県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年12月22日 愛知県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ
水和剤

ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 愛知県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛知県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛知県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛知県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛知県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛知県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛知県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛知県 金属銀剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 愛知県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 愛知県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年12月22日 愛知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年12月22日 愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾕｷﾉｼﾀ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾕｷﾉｼﾀ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾙｯｺﾗ



平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年7月29日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 花丸ｷｭｳﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 花丸ｷｭｳﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 花丸ｷｭｳﾘ
平成15年4月28日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 花丸ｷｭｳﾘ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｴｷｻﾞｶﾑ
平成15年3月10日 愛知県 D-D剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年7月29日 愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年9月12日 愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｷﾞｸ
平成15年7月29日 愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 食用ｷﾞｸ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ｺｽﾓｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｺｽﾓｽ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｺｽﾓｽ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ｼﾈﾗﾘｱ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｼﾈﾗﾘｱ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ｽﾄｯｸ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｽﾄｯｸ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｽﾄｯｸ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｾﾝﾆﾁｺｳ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ﾄﾚﾆｱ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾅﾃﾞｼｺ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ﾅﾃﾞｼｺ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾅﾃﾞｼｺ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾅﾃﾞｼｺ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾊﾟﾝｼﾞｰ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾊﾟﾝｼﾞｰ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾌﾟﾘﾑﾗ
平成15年7月29日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ

平成15年12月22日 愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年3月10日 愛知県 有機銅水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ



平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
平成15年3月10日 愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用金魚草

平成15年12月22日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用金魚草
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用金魚草
平成15年3月10日 愛知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ乳剤 食用金魚草
平成15年3月10日 愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用金魚草
平成15年3月10日 愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 食用月桂樹
平成15年4月28日 愛知県 銅水和剤 食用月桂樹
平成15年3月10日 愛知県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ

平成15年12月22日 愛知県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 愛知県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛知県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 美味菜(ﾍﾞﾝﾘ菜)
平成15年3月10日 愛知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年7月29日 愛知県 TPN水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 愛知県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 葉ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 愛知県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 葉ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
平成15年12月22日 三重県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｱｻﾏ小菜
平成15年12月22日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
平成15年12月22日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾏ小菜
平成15年12月22日 三重県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
平成15年3月10日 三重県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ

平成15年12月22日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｱﾜ
平成15年4月28日 三重県 DMTP乳剤 ｲﾁｼﾞｸ



平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 三重県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年9月12日 三重県 MCPB乳剤 ｶﾗ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 三重県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 三重県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月1日 三重県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 三重県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 三重県 MCPB乳剤 ｻﾏｰﾌﾚｯｼｭ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 三重県 D-D剤 ｼｿ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 三重県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｿ
平成15年4月28日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 三重県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ



平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 三重県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 三重県 DDVPくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年9月12日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年3月10日 三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ

平成15年12月22日 三重県 DDVP乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 三重県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 三重県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 三重県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 三重県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 三重県 銅水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 三重県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾋｴ
平成15年12月22日 三重県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾏｰｼｭ

平成15年12月22日 三重県 ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ乳剤 ﾏｺﾓﾀｹ



平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 三重県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 三重県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 三重県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月1日 三重県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ
水和剤

ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年3月10日 三重県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 三重県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 三重県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 三重県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 三重県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 三重県 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ･ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 三重県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 三重県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 三重県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月1日 三重県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 三重県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 三重県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月1日 三重県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月1日 三重県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 DEP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 PAP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年7月29日 三重県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年9月12日 三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年3月10日 三重県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 三重県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年12月22日 三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ



平成15年3月10日 三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年9月12日 三重県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月1日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ

平成15年12月22日 三重県 銅水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 三重県 DCIP粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 三重県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月1日 三重県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ﾔﾏﾉｲﾓ

平成15年12月22日 三重県 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙｯｺﾗ

平成15年12月22日 三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年12月22日 三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ

平成15年12月22日 三重県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月1日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 三重県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月1日 三重県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 食用ｿﾙｶﾞﾑ
平成15年3月10日 三重県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 三重県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 三重県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 三重県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ

平成15年12月22日 三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 滋賀県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 滋賀県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 滋賀県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｶﾌﾞ



平成15年12月22日 滋賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ

平成15年4月28日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ

平成15年4月28日 滋賀県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 滋賀県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ･PAP乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年4月28日 滋賀県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 有機銅水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月1日 滋賀県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)

平成15年3月10日 滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 滋賀県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 滋賀県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 滋賀県 DDVP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月1日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ

平成15年4月28日 滋賀県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月1日 滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年4月28日 滋賀県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年12月22日 滋賀県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 滋賀県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(2倍体品種)
平成15年4月28日 滋賀県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系4倍体品
平成15年7月29日 滋賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 滋賀県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ･ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 滋賀県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 滋賀県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 滋賀県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 滋賀県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 滋賀県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 滋賀県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 滋賀県 DDVP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 PAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月1日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ



平成15年3月10日 滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 滋賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年3月10日 滋賀県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 滋賀県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 滋賀県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年3月10日 滋賀県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 滋賀県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 滋賀県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 滋賀県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 滋賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 滋賀県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 滋賀県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 滋賀県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 滋賀県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 滋賀県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 滋賀県 DDVP乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 PAP乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月1日 滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ

平成15年4月28日 滋賀県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 滋賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年9月12日 滋賀県 PAP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 滋賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 滋賀県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 滋賀県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 滋賀県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 京都府 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒ
平成15年3月10日 京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒ
平成15年9月12日 京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 京都府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月1日 京都府 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年9月12日 京都府 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 京都府 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 京都府 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 京都府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 京都府 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ



平成15年9月12日 京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 京都府 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 京都府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 京都府 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 京都府 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 京都府 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 京都府 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ
平成15年4月28日 京都府 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｼｿ
平成15年9月12日 京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 京都府 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 京都府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 京都府 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 京都府 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 京都府 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 京都府 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 京都府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼﾛﾅ
平成15年9月12日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼﾛﾅ
平成15年9月12日 京都府 DDVP乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 京都府 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 京都府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 京都府 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 京都府 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 京都府 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 京都府 DBEDC乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年9月12日 京都府 DDVPくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 DDVP乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 京都府 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年9月12日 京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 京都府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類



平成15年4月28日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 京都府 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 京都府 ﾏﾗｿﾝ・BPMCくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 京都府 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 京都府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾅｽ
平成15年12月22日 京都府 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年12月22日 京都府 DEP粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 京都府 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 京都府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 京都府 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 京都府 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年12月22日 京都府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 京都府 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 京都府 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 京都府 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 京都府 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 京都府 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 京都府 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年7月29日 京都府 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月1日 京都府 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 京都府 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 京都府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年9月12日 京都府 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 京都府 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月1日 京都府 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 京都府 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 京都府 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月1日 京都府 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 京都府 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月1日 京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 大阪府 TPN水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 大阪府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 大阪府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 大阪府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 大阪府 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 大阪府 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ｶｲﾜﾚﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 大阪府 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 大阪府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 大阪府 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 大阪府 ACN粒剤 ｸﾜｲ
平成15年3月10日 大阪府 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｸﾜｲ



平成15年12月22日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 大阪府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)

平成15年12月22日 大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年7月29日 大阪府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年7月29日 大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年3月10日 大阪府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年7月29日 大阪府 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ｼｿ

平成15年12月22日 大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 大阪府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 大阪府 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 大阪府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼﾛﾅ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 大阪府 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 大阪府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大阪府 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 大阪府 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大阪府 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 大阪府 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 大阪府 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大阪府 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年9月12日 大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 大阪府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 大阪府 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 大阪府 金属銀剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 大阪府 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ



平成15年9月12日 大阪府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 大阪府 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 大阪府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 大阪府 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 兵庫県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 兵庫県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 兵庫県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年4月28日 兵庫県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｳﾘ類(漬物用)
平成15年3月10日 兵庫県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 兵庫県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 兵庫県 ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ・ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ・ﾘﾆｭﾛﾝ乳 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 兵庫県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒ
平成15年3月10日 兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年7月29日 兵庫県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年7月29日 兵庫県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年7月29日 兵庫県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年7月29日 兵庫県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾈｶﾞ
平成15年4月28日 兵庫県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年7月29日 兵庫県 DEP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年7月29日 兵庫県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年9月12日 兵庫県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
平成15年4月28日 兵庫県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年4月28日 兵庫県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年4月28日 兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年4月28日 兵庫県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年7月29日 兵庫県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 兵庫県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 兵庫県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 兵庫県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 兵庫県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 兵庫県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 兵庫県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 兵庫県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 奈良県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 奈良県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年9月12日 奈良県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 奈良県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 奈良県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 奈良県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｱﾎﾞｶﾞﾄﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 MCPB乳剤 ｱﾝｺｰﾙ
平成15年9月12日 和歌山県 DDVP乳剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 EPN乳剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 DMTP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 TPN水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ



平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 生石灰 ｳﾒ
平成15年4月28日 和歌山県 硫酸銅 ｳﾒ
平成15年4月28日 和歌山県 PAP乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 和歌山県 MCPB乳剤 ｵﾚﾝｼﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 和歌山県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 和歌山県 DMTP水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｷｭｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 和歌山県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年4月28日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 DDVP乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ



平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年9月12日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 DMTP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)

平成15年12月22日 和歌山県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年3月10日 和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝｴｱｿﾞﾙ ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏｼﾝ油乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 和歌山県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年9月12日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 和歌山県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 和歌山県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 和歌山県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 和歌山県 ｱｼｭﾗﾑ液剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｼｿ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 和歌山県 DDVP乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ



平成15年4月28日 和歌山県 D-D剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 和歌山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 DEP乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｽｲｶ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ｽｲｶ
平成15年7月29日 和歌山県 4-CPA液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 DBEDC乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年9月12日 和歌山県 DMTP水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 塩基性硫酸銅 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 生石灰 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 和歌山県 硫酸銅 ｽﾓﾓ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ水和剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年3月10日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾁｪﾘﾓﾔ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ



平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 和歌山県 DBEDC乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 DDVPくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 DDVP乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 DMTP水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年4月28日 和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月28日 和歌山県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年4月1日 和歌山県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年9月12日 和歌山県 DEP乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾅｽ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ



平成15年7月29日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 和歌山県 D-D剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾈｷﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾊﾙﾐ
平成15年4月28日 和歌山県 MEP乳剤 ﾋﾞﾜ
平成15年4月28日 和歌山県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 塩基性硫酸銅 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾟﾎﾟｰ



平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾟﾎﾟｰ
平成15年4月28日 和歌山県 DMTP乳剤 ﾎﾜｲﾄｻﾎﾟﾃ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎﾜｲﾄｻﾎﾟﾃ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾎﾜｲﾄｻﾎﾟﾃ
平成15年4月28日 和歌山県 MCPB乳剤 ﾎﾟﾝｶﾝ
平成15年9月12日 和歌山県 MCPB乳剤 ﾏｰｺｯﾄ
平成15年9月12日 和歌山県 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 和歌山県 有機銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月1日 和歌山県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年9月12日 和歌山県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 和歌山県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 和歌山県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 和歌山県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月1日 和歌山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年4月1日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年7月29日 和歌山県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 和歌山県 TPN水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 TPN水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 DBEDC乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 MEP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 PAP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年9月12日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年3月10日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ



平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 和歌山県 DDVP乳剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 和歌山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 和歌山県 MCPB乳剤 不知火
平成15年4月28日 和歌山県 DDVP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 PAP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年9月12日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 和歌山県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年3月10日 和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年9月12日 和歌山県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 和歌山県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年9月12日 和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 PAP乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ｹﾙｾﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年4月1日 和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ

平成15年4月28日 和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
平成15年9月12日 鳥取県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｱｽﾞｷ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱﾜ
平成15年9月12日 鳥取県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｴﾀﾞﾏﾒ



平成15年4月28日 鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 鳥取県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 鳥取県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 鳥取県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年4月28日 鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年3月10日 鳥取県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｼﾛﾅ
平成15年9月12日 鳥取県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年7月29日 鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀｶｷﾋﾞ
平成15年4月28日 鳥取県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 鳥取県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 鳥取県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 鳥取県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 鳥取県 D-D剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 鳥取県 DEP粒剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 鳥取県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾋﾟｰﾏﾝ
平成15年3月10日 鳥取県 MEP乳剤 ﾋｮｳﾀﾝ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾋｮｳﾀﾝ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ

平成15年12月22日 鳥取県 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 鳥取県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 鳥取県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 鳥取県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 鳥取県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 鳥取県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 鳥取県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 鳥取県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 鳥取県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 鳥取県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 鳥取県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 鳥取県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 鳥取県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 鳥取県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 鳥取県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 鳥取県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年12月22日 鳥取県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年12月22日 鳥取県 DDVP乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 TPN水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)



平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年12月22日 鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
平成15年4月28日 鳥取県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ

平成15年12月22日 鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ

平成15年12月22日 鳥取県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 鳥取県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ･銅水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 鳥取県 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ･ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 鳥取県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年12月22日 鳥取県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ

平成15年12月22日 鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年12月22日 鳥取県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 鳥取県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年12月22日 鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 島根県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 島根県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 島根県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粉剤 ｿﾊﾞ
平成15年4月28日 島根県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年9月12日 島根県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 島根県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年7月29日 島根県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年9月12日 島根県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
平成15年9月12日 島根県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ

平成15年12月22日 島根県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾋﾏﾜﾘ（種子）
平成15年3月10日 島根県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 島根県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年9月12日 島根県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年7月29日 島根県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 島根県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 島根県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 島根県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 島根県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 島根県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 島根県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 島根県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 岡山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年4月28日 岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 岡山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 岡山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 岡山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ



平成15年3月10日 岡山県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｵﾘｰﾌﾞ
平成15年3月10日 岡山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ｵﾘｰﾌﾞ
平成15年4月28日 岡山県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ｶｷ(西条)

平成15年12月22日 岡山県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 岡山県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 岡山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 岡山県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 岡山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 岡山県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 岡山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年12月22日 岡山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 岡山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 岡山県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 岡山県 MEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 岡山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 岡山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 岡山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 岡山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 岡山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 岡山県 4-CPA液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 岡山県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年12月22日 岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 岡山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年9月12日 岡山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年7月29日 岡山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 岡山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ

平成15年12月22日 岡山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾈｷﾞ
平成15年9月12日 岡山県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 岡山県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾚｷ)

平成15年12月22日 岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤

ﾌ ﾄ ｳ（ﾏｽｶｯﾄﾃ ｭ ｸｱ
ﾓｰﾚ、涼玉、ﾊｲﾍﾞﾘｰ、
紅ﾋﾞｯﾃﾛ、ｺﾞﾙﾋﾞｰ、紅
鳩、ﾊﾞﾅﾅ、貝甲干、ﾊﾞﾗ
ﾃﾞｨ ）

平成15年4月28日 岡山県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系品種､瀬
戸ｼﾞｬｲｱﾝﾂ)

平成15年12月22日 岡山県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤

ﾌﾞﾄﾞｳ（紫苑、ﾏｽｶｯﾄ
ﾃﾞｭｰｸｱﾓｰﾚ、涼玉、ﾊｲ
ﾍﾞﾘｰ、紅ﾋﾞｯﾃﾛ、ｺﾞﾙ
ﾋﾞｰ、紅鳩、ﾊﾞﾅﾅ、貝甲
干、ﾊﾞﾗﾃﾞｨｰ）

平成15年4月28日 岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(紫苑､甲斐乙女､
ﾛｻﾞﾘｵ･ﾛｯﾂ)

平成15年9月12日 岡山県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 岡山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 岡山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
平成15年7月29日 岡山県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 岡山県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 岡山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
平成15年12月22日 岡山県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 非結球ｱﾌﾞﾗﾅ科葉菜類



平成15年12月22日 岡山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 広島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ｱﾝｽﾞ

平成15年12月22日 広島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年12月22日 広島県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
平成15年12月22日 広島県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 広島県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｸﾜｲ
平成15年4月28日 広島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年4月28日 広島県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年9月12日 広島県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｸﾜｲ
平成15年3月10日 広島県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 広島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 広島県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 広島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 広島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 広島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年9月12日 広島県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 広島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 広島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 広島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 広島県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 広島県 MCPAﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 広島県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年9月12日 広島県 TPN水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 広島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年9月12日 広島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 広島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 広島県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年3月10日 広島県 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年9月12日 広島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年4月28日 広島県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 広島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 広島県 ﾎﾟﾘｵｷｼｴﾁﾚﾝﾍｷｼﾀﾝ脂肪酸 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 広島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年4月28日 広島県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年3月10日 広島県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾏｽｶｯﾄﾃﾞｭｰｸｱﾓｰ
ﾚ,赤嶺,)

平成15年3月10日 広島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰,藤稔,ﾛｻﾞｷ,ﾏ
ｽｶｯﾄﾃﾞｭｰｸｱﾓｰﾚ)

平成15年3月10日 広島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤

ﾌﾞﾄﾞｳ(多摩ゆたか,紫玉,
ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ,瀬戸ｼﾞｬｲ
ｱﾝﾂ,ﾏｽｶｯﾄﾃﾞｭｰｸｱﾓｰ
ﾚ,ｺﾞﾙﾋﾞｰ,ﾛｻﾞｷ,藤稔,赤
嶺,安芸ｸｲｰﾝ)

平成15年3月10日 広島県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤

ﾌﾞﾄﾞｳ(多摩ゆたか,紫玉,
ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ,瀬戸ｼﾞｬｲ
ｱﾝﾂ,ﾏｽｶｯﾄﾃﾞｭｰｸｱﾓｰ
ﾚ,ｺﾞﾙﾋﾞｰ,ﾛｻﾞｷ,藤稔,赤
嶺,安芸ｸｲｰﾝ)

平成15年9月12日 広島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 広島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 広島県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 広島県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年12月22日 広島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 広島県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 広島県 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年9月12日 広島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年3月10日 広島県 DDVP乳剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年4月28日 広島県 TPN水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年9月12日 広島県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年9月12日 広島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年9月12日 広島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 広島県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年7月29日 山口県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｱｻﾞﾐﾅ
平成15年3月10日 山口県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 山口県 MEP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 山口県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 山口県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｵｸﾗ
平成15年12月22日 山口県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年12月22日 山口県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｺﾞﾏ
平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ
平成15年7月29日 山口県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年4月28日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 山口県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 山口県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 山口県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年7月29日 山口県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年7月29日 山口県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 山口県 DDVP乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 山口県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 山口県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 山口県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾅｽ
平成15年3月10日 山口県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 山口県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 山口県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 山口県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 山口県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 山口県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 山口県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 山口県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 山口県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 山口県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 山口県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾋｺｼﾏﾊﾙﾅ
平成15年4月28日 山口県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾋｺｼﾏﾊﾙﾅ

平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
平成15年4月28日 山口県 ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾉﾌﾟﾘﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｰﾘｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ)

平成15年12月22日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ



平成15年12月22日 山口県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 山口県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 山口県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ

平成15年12月22日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年7月29日 山口県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 山口県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年3月10日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 山口県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 山口県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 山口県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 山口県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 山口県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 山口県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山口県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年7月29日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 山口県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 山口県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 山口県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 山口県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 山口県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 山口県 TPN水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 山口県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 山口県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 山口県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 山口県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年7月29日 徳島県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ

平成15年12月22日 徳島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 徳島県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｴﾀﾞﾏﾒ

平成15年12月22日 徳島県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年12月22日 徳島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 徳島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 徳島県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年7月29日 徳島県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 徳島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 徳島県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 徳島県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年3月10日 徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年4月28日 徳島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｶﾝｼｮ

平成15年12月22日 徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 徳島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 徳島県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 徳島県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 徳島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 徳島県 有機銅水和剤 ｼﾛｳﾘ



平成15年12月22日 徳島県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 徳島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年4月28日 徳島県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ

平成15年12月22日 徳島県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年9月12日 徳島県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年9月12日 徳島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類

平成15年12月22日 徳島県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年12月22日 徳島県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 徳島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ

平成15年12月22日 徳島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月1日 徳島県 D-D剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 徳島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年12月22日 徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年9月12日 徳島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
平成15年7月29日 徳島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年7月29日 徳島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 徳島県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｷ

平成15年12月22日 徳島県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 徳島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年9月12日 徳島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年7月29日 徳島県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 徳島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 徳島県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 徳島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年12月22日 徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 徳島県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 徳島県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 徳島県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 徳島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 徳島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 徳島県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年4月28日 徳島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ

平成15年12月22日 徳島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
平成15年12月22日 徳島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年9月12日 徳島県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 徳島県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 徳島県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年7月29日 徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年7月29日 徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 徳島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 徳島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

平成15年12月22日 香川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ



平成15年3月10日 香川県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 香川県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
平成15年7月29日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年7月29日 香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年7月29日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年7月29日 香川県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 香川県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 香川県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｵｳﾄｳ
平成15年3月10日 香川県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｵﾘｰﾌﾞ
平成15年3月10日 香川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｵﾘｰﾌﾞ
平成15年4月28日 香川県 ﾏｼﾝ油乳剤 ｵﾘｰﾌﾞ(実)
平成15年4月28日 香川県 MEP乳剤 ｵﾘｰﾌﾞ(葉)
平成15年4月28日 香川県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｵﾘｰﾌﾞ(葉)

平成15年7月29日 香川県 ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ乳剤
ｶｷ（松本早生富有、太
秋、伊豆、早秋）

平成15年4月28日 香川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 香川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 香川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 香川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 香川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 香川県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 香川県 DMTP水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 香川県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾘﾝ

平成15年12月22日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 香川県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年7月29日 香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 香川県 有機銅水和剤 ｻﾇｷﾅ
平成15年4月28日 香川県 DMTP水和剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年4月28日 香川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年3月10日 香川県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｻﾙﾅｼ

平成15年12月22日 香川県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年4月28日 香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾙﾅｼ
平成15年3月10日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 香川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 香川県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 香川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 香川県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｼｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年7月29日 香川県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｾﾙﾘｰ



平成15年7月29日 香川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 香川県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月28日 香川県 有機銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 香川県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 香川県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ類
平成15年4月28日 香川県 TPN水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 香川県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 香川県 ｸﾚﾄｼﾞﾑ乳剤 ﾆﾝﾆｸ

平成15年12月22日 香川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年12月22日 香川県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 香川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 香川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 香川県 ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 香川県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ﾘﾄﾙｱ剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾌｷ

平成15年7月29日 香川県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤
ﾌﾞﾄﾞｳ
（ハイベリー（２倍体品
種（欧州系）））

平成15年7月29日 香川県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤
ﾌﾞﾄﾞｳ
（ハイベリー（２倍体品
種（欧州系）））

平成15年4月28日 香川県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰系4倍体品
平成15年3月10日 香川県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(藤稔)
平成15年7月29日 香川県 DEP乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 香川県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 香川県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 香川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 香川県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 香川県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 香川県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 香川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 香川県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年4月28日 香川県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 香川県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 香川県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 香川県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 香川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 香川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 香川県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 香川県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 香川県 ﾘﾄﾙｱ剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年7月29日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 香川県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾔｰｺﾝ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 香川県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 香川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 香川県 TPN粉剤 ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 香川県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 香川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年3月10日 香川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 香川県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 香川県 ﾘﾄﾙｱ剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 香川県 TPN水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 香川県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 香川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 香川県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 香川県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年12月22日 香川県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 TPN水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･MEP水和剤 ｱｹﾋﾞ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ



平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵﾚｲﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ液剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ粉粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･NAC粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 EPN乳剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 DMTP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 愛媛県 ｹﾙｾﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｳﾙｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｳﾙｲ
平成15年9月12日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年9月12日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
平成15年3月10日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｶｷ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｶｷ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ｶｷ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｶｷ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年7月29日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年3月10日 愛媛県 有機銅水和剤 ｶｷﾁｼｬ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ



平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 非病原性ｴﾙﾋﾞﾆｱ･ｶﾛﾄﾎﾞｰﾗ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 愛媛県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶｽﾞｻﾎｽﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 愛媛県 CYAP水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･MEP水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 MCPB乳剤 ｶﾝｷﾂ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｶﾝｷﾂ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ水和剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 愛媛県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 DMTP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 除虫菊乳剤 ｹｰﾙ

平成15年12月22日 愛媛県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ

平成15年12月22日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ



平成15年4月28日 愛媛県 DEP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年7月29日 愛媛県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｿ

平成15年12月22日 愛媛県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｿ
平成15年4月28日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｿ



平成15年3月10日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 愛媛県 DDVP乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 愛媛県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 DMTP水和剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 CYAP乳剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 愛媛県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｿﾗﾏﾒ

平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ



平成15年4月28日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ粉剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 愛媛県 銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 愛媛県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
平成15年3月10日 愛媛県 TPN水和剤 ﾄｳｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾄｳｷ

平成15年12月22日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅｽ
平成15年7月29日 愛媛県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽ
平成15年9月12日 愛媛県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 DMTP水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ﾆﾗ



平成15年4月28日 愛媛県 PAP乳剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ･ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年12月22日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾋﾟｰﾏﾝ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･MEP水和剤 ﾋﾞﾜ
平成15年3月10日 愛媛県 生石灰 ﾋﾞﾜ
平成15年3月10日 愛媛県 硫酸銅 ﾋﾞﾜ
平成15年3月10日 愛媛県 DDVP乳剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌｷ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ

平成15年12月22日 愛媛県 DDVP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 DEP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ



平成15年12月22日 愛媛県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 銅水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 愛媛県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 愛媛県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ

平成15年12月22日 愛媛県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年12月22日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

平成15年12月22日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年9月12日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

平成15年12月22日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年3月10日 愛媛県 TPN水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ･ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 愛媛県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年9月12日 愛媛県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ
水和剤

ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ｹﾙｾﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾊﾞﾁﾙｽｽﾞﾌﾞﾁﾘｽ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 愛媛県 除虫菊乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ



平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年7月29日 愛媛県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 MEP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 愛媛県 有機銅水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月28日 愛媛県 TPN水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ



平成15年4月28日 愛媛県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年4月28日 愛媛県 DBEDC乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 PAP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｹﾙｾﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年9月12日 愛媛県 DDVP乳剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 非結球ﾚﾀｽ

平成15年12月22日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 愛媛県 DDVP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 愛媛県 MEP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 愛媛県 PAP乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年3月10日 愛媛県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年12月22日 愛媛県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月1日 愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年4月28日 愛媛県 ﾃﾌﾟﾗﾛｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ



平成15年9月12日 愛媛県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 愛媛県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ粉剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年12月22日 愛媛県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 愛媛県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 愛媛県 銅水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 愛媛県 DEP粉剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 MEP乳剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ乳剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 愛媛県 DDVP乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 愛媛県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 高知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 高知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 高知県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 高知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年9月12日 高知県 除虫菊乳剤 ｹｰﾙ

平成15年12月22日 高知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 高知県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 高知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 高知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 高知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 高知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 高知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 高知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 高知県 MEP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)

平成15年12月22日 高知県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年9月12日 高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年9月12日 高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年3月10日 高知県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 高知県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ



平成15年3月10日 高知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 高知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 高知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 高知県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ

平成15年12月22日 高知県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼｿ
平成15年9月12日 高知県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)

平成15年12月22日 高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 高知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 高知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 高知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 高知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 高知県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾄｳｷ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾄｳｷ
平成15年3月10日 高知県 DEP粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 高知県 ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 高知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 高知県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 高知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年4月28日 高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)

平成15年12月22日 高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)

平成15年12月22日 高知県 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 高知県 TPN水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 高知県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年3月10日 高知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ



平成15年3月10日 高知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年9月12日 高知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年9月12日 高知県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 高知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 高知県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 高知県 D-D剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ･DDVPくん煙成型剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 高知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ

平成15年12月22日 高知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ

平成15年12月22日 高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ｹﾙｾﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 高知県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 高知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 高知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 高知県 DEP粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年12月22日 高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年9月12日 高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 葉ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ



平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
平成15年3月10日 福岡県 DDVP乳剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年3月10日 福岡県 DMTP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ



平成15年3月10日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ



平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

平成15年12月22日 福岡県 DDVP乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵｶﾋｼﾞｷ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
平成15年4月28日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年3月10日 福岡県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾌﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ



平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年4月28日 福岡県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ

平成15年12月22日 福岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年7月29日 福岡県 DMTP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾞﾘｰﾝｵﾆｵﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾞﾘｰﾝｵﾆｵﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｸﾞﾘｰﾝｵﾆｵﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｲﾄﾆｱ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｸﾚｲﾄﾆｱ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｲﾄﾆｱ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｸﾚｲﾄﾆｱ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｸﾚｲﾄﾆｱ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ



平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 福岡県 有機銅水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｹｰﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｹｰﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｹｰﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｹｰﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｹｰﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｹｰﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｹｰﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺｳｻｲﾀｲ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｺｳｻｲﾀｲ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺｳｻｲﾀｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｺｰﾙﾗﾋﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
平成15年9月12日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ

平成15年12月22日 福岡県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ



平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾎﾞｲｷｬﾍﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)

平成15年12月22日 福岡県 DDVP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年12月22日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 福岡県 DCIP粒剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 福岡県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ



平成15年12月22日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年12月22日 福岡県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年7月29日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 福岡県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 福岡県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 福岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年12月22日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ･DDVP乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 有機銅水和剤 ｽｰﾌﾟｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 DMTP水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｽﾍﾞﾘﾋﾕ



平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｽﾓﾓ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 有機銅水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 福岡県 ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年12月22日 福岡県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ



平成15年9月12日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｾﾛﾘｱｯｸ
平成15年9月12日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｾﾛﾘｱｯｸ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｿﾚﾙ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｿﾚﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾀｲﾑ



平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 福岡県 TPN水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀｹﾉｺ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｺﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｺﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾁｺﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｺﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾁｺﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾁｺﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｺﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾁｺﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ



平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年3月10日 福岡県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾃﾞﾄﾛｲﾄ
平成15年9月12日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ



平成15年9月12日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年9月12日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年9月12日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年12月22日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 DDVP乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ



平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾈｷﾞ
平成15年12月22日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾈｷﾞ
平成15年7月29日 福岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾈｷﾞ

平成15年12月22日 福岡県 金属銀剤 ﾈｷﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾟｸﾁｮｲ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｸﾁｮｲ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾊﾟｸﾁｮｲ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｸﾁｮｲ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｸﾁｮｲ
平成15年9月12日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｺﾍﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 福岡県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ



平成15年4月28日 福岡県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 福岡県 ﾚﾅｼﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年9月12日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 福岡県 PAP乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･MEP水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ･ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ粒剤 ﾊﾄﾑｷﾞ



平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊﾅｵｸﾗ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
平成15年4月28日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾋｼ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾋｼ
平成15年4月28日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾋｼ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ

平成15年12月22日 福岡県 DDVP乳剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年12月22日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ



平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾍﾞﾝﾘﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾍﾞﾝﾘﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾍﾞﾝﾘﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ

平成15年12月22日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ

平成15年12月22日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 有機銅水和剤 ﾎﾜｲﾄｾﾙﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾏｰｼｭ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾏｰｼｭ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ



平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 福岡県 DDVP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 福岡県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 福岡県 有機銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年7月29日 福岡県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 福岡県 DDVP乳剤 ﾑﾍﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾑﾍﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾑﾍﾞ
平成15年3月10日 福岡県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾑﾍﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾑﾍﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ



平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 福岡県 DMTP水和剤 ﾔﾏﾓﾓ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 福岡県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ

平成15年12月22日 福岡県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ

平成15年12月22日 福岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年12月22日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年3月10日 福岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙﾊﾞｰﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙﾊﾞｰﾌﾞ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙﾊﾞｰﾌﾞ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾙﾊﾞｰﾌﾞ
平成15年7月29日 福岡県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ



平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾚﾝｺﾝ
平成15年7月29日 福岡県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ﾚﾝｺﾝ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年3月10日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
平成15年4月28日 福岡県 DBEDC乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 福岡県 PAP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 福岡県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 福岡県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ



平成15年12月22日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年9月12日 福岡県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

平成15年12月22日 福岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年9月12日 福岡県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年4月28日 福岡県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
平成15年3月10日 福岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

平成15年12月22日 福岡県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 福岡県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 食用月桂樹

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 福岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 食用月桂樹
平成15年9月12日 福岡県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 食用月桂樹
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 西洋ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 福岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年12月22日 福岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 福岡県 DEP粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 PAP乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 福岡県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 福岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ

平成15年12月22日 佐賀県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 佐賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ



平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 佐賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年12月22日 佐賀県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｿ

平成15年4月1日 佐賀県 4-CPA液剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 佐賀県 DEP乳剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｼﾛｳﾘ

平成15年12月22日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年4月28日 佐賀県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼﾛｳﾘ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 佐賀県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 TPN水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 佐賀県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ

平成15年12月22日 佐賀県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
平成15年9月12日 佐賀県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ

平成15年12月22日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 佐賀県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊｺﾍﾞ
平成15年4月1日 佐賀県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年9月12日 佐賀県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年12月22日 佐賀県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年4月1日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 佐賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年3月10日 佐賀県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
平成15年3月10日 佐賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
平成15年4月28日 佐賀県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 佐賀県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 佐賀県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ

平成15年12月22日 佐賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾒﾛﾝ
平成15年9月12日 佐賀県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 佐賀県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾜｹｷﾞ



平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年12月22日 佐賀県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年7月29日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 長崎県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

平成15年12月22日 長崎県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 長崎県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

平成15年12月22日 長崎県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 長崎県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年9月12日 長崎県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

平成15年12月22日 長崎県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱﾜ
平成15年4月28日 長崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 長崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 長崎県 DMTP乳剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 長崎県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 長崎県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 長崎県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 長崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 長崎県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 長崎県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 長崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年12月22日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年7月29日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 長崎県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾂｵﾅ
平成15年9月12日 長崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ

平成15年12月22日 長崎県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｷﾋﾞ
平成15年7月29日 長崎県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年7月29日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 長崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ
平成15年4月28日 長崎県 銅水和剤 ｺﾞﾏ
平成15年9月12日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ

平成15年12月22日 長崎県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年12月22日 長崎県 DBEDC乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 長崎県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 長崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 長崎県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 長崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 長崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 長崎県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 長崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 長崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
平成15年7月29日 長崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 長崎県 DEP粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼﾛﾅ
平成15年3月10日 長崎県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｼﾛﾅ
平成15年9月12日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｶﾅ

平成15年12月22日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年9月12日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ



平成15年3月10日 長崎県 DDVP乳剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年7月29日 長崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年7月29日 長崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年7月29日 長崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年4月28日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾅｶﾞｻｷﾊｸｻｲ
平成15年3月10日 長崎県 PAP乳剤 ﾅﾀﾈ
平成15年7月29日 長崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 長崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 長崎県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 長崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年12月22日 長崎県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長崎県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 長崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年9月12日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞﾚｲｼｮ
平成15年9月12日 長崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾋﾞﾜ
平成15年4月28日 長崎県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｷﾉﾄｳ

平成15年12月22日 長崎県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 長崎県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

平成15年12月22日 長崎県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 長崎県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 長崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ

平成15年12月22日 長崎県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年12月22日 長崎県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 長崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 長崎県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年12月22日 長崎県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 長崎県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 長崎県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 長崎県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 長崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 長崎県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 長崎県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 長崎県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 長崎県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 長崎県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月1日 長崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月1日 長崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ

平成15年4月28日 長崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞ



平成15年12月22日 長崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年12月22日 長崎県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 長崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 長崎県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 長崎県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 長崎県 DCIP粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 長崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年9月12日 長崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 長崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年3月10日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年7月29日 熊本県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年4月28日 熊本県 DMTP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｲﾁｼﾞｸ

平成15年12月22日 熊本県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝくん煙剤 ｲﾁｼﾞｸ
平成15年9月12日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年9月12日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年9月12日 熊本県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年9月12日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年9月12日 熊本県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年9月12日 熊本県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年4月28日 熊本県 DBEDC乳剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
平成15年3月10日 熊本県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 熊本県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年4月28日 熊本県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 熊本県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 熊本県 DMTP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ

平成15年12月22日 熊本県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年12月22日 熊本県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｸﾚｿﾝ



平成15年12月22日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｻﾄｲﾓ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 熊本県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年12月22日 熊本県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
平成15年7月29日 熊本県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 熊本県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 熊本県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 熊本県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 熊本県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 熊本県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 熊本県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 熊本県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｽｲｶ
平成15年4月28日 熊本県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｲｶ
平成15年3月10日 熊本県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｽﾓﾓ

平成15年12月22日 熊本県 DDVP乳剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 熊本県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年3月10日 熊本県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾘ
平成15年7月29日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 熊本県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年12月22日 熊本県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年4月28日 熊本県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 熊本県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 熊本県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ



平成15年4月28日 熊本県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年7月29日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 熊本県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 熊本県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾆﾝﾆｸ
平成15年4月28日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾝﾆｸ

平成15年12月22日 熊本県 DMTP水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年12月22日 熊本県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年9月12日 熊本県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年7月29日 熊本県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 熊本県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年3月10日 熊本県 DMTP水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 熊本県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 熊本県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 熊本県 銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 熊本県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年4月28日 熊本県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年4月28日 熊本県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年9月12日 熊本県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 熊本県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 熊本県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 熊本県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 熊本県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 熊本県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 熊本県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 熊本県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ



平成15年12月22日 熊本県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 熊本県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 熊本県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 熊本県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 熊本県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 熊本県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ･ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 熊本県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月1日 熊本県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 熊本県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 熊本県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 熊本県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月1日 熊本県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 熊本県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 熊本県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 熊本県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
平成15年3月10日 熊本県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 熊本県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年7月29日 熊本県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年4月28日 熊本県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年4月28日 熊本県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾚﾀｽ
平成15年9月12日 熊本県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 熊本県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 清見
平成15年4月28日 熊本県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
平成15年7月29日 熊本県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 非結球ﾚﾀｽ

平成15年12月22日 熊本県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 熊本県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 熊本県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 熊本県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 熊本県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 大分県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年4月28日 大分県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱｹﾋﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
平成15年4月28日 大分県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 大分県 DMTP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 大分県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ

平成15年12月22日 大分県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 大分県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ



平成15年12月22日 大分県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ

平成15年12月22日 大分県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 大分県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 大分県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 大分県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 大分県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 大分県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 大分県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 大分県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 大分県 D-D剤 ｼｿ
平成15年3月10日 大分県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 大分県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 大分県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 大分県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 大分県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年9月12日 大分県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年3月10日 大分県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 大分県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年4月28日 大分県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｽﾓﾓ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾｰｼﾞ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾﾘ

平成15年12月22日 大分県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｿﾊﾞ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀｲﾑ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年9月12日 大分県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ

平成15年12月22日 大分県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 大分県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ

平成15年12月22日 大分県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾂﾙﾅ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾂﾙﾅ



平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
平成15年9月12日 大分県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年4月28日 大分県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ

平成15年12月22日 大分県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 大分県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 大分県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 大分県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ

平成15年12月22日 大分県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年9月12日 大分県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾆﾗ
平成15年4月28日 大分県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 大分県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 大分県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 大分県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 大分県 TPN水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 大分県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ

平成15年12月22日 大分県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 大分県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 大分県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 大分県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ

平成15年12月22日 大分県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年9月12日 大分県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 大分県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 大分県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌｷ
平成15年4月28日 大分県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾌｷ
平成15年3月10日 大分県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌｷ



平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾏｰｼｭ
平成15年4月28日 大分県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年4月28日 大分県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
平成15年9月12日 大分県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 大分県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 大分県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ﾐﾂﾊﾞ

平成15年12月22日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 大分県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年3月10日 大分県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年9月12日 大分県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
平成15年4月28日 大分県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 大分県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 大分県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 大分県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 大分県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾙｯｺﾗ
平成15年4月28日 大分県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 大分県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 大分県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年4月28日 大分県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 大分県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 大分県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年4月28日 大分県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 宮崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
平成15年7月29日 宮崎県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 宮崎県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 宮崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 宮崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 宮崎県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年9月12日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ

平成15年12月22日 宮崎県 DEP粉剤 ｷﾋﾞ



平成15年12月22日 宮崎県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｷﾋﾞ
平成15年4月28日 宮崎県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年3月10日 宮崎県 DMTP水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年7月29日 宮崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年9月12日 宮崎県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年9月12日 宮崎県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年4月28日 宮崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年7月29日 宮崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
平成15年9月12日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
平成15年3月10日 宮崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮崎県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｼｿ
平成15年9月12日 宮崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｼｿ
平成15年3月10日 宮崎県 4-CPA液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月1日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｽﾞｯｷｰﾆ

平成15年3月10日 宮崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ

平成15年12月22日 宮崎県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ



平成15年3月10日 宮崎県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年7月29日 宮崎県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
平成15年3月10日 宮崎県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾀｶﾅ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾀﾗﾉｷ
平成15年4月1日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年4月1日 宮崎県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年4月1日 宮崎県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年4月1日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾂﾜﾌﾞｷ

平成15年12月22日 宮崎県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮崎県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾄﾏﾄ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽ
平成15年4月28日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 宮崎県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 宮崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 宮崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年7月29日 宮崎県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年4月28日 宮崎県 DMTP水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ

平成15年12月22日 宮崎県 CYAP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年12月22日 宮崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
平成15年3月10日 宮崎県 MCPB乳剤 ﾍﾍﾞｽ
平成15年3月10日 宮崎県 DMTP水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 宮崎県 MCPB乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 宮崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 宮崎県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 宮崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 有機銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 宮崎県 有機銅塗布剤 ﾏﾝｺﾞｰ



平成15年4月1日 宮崎県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 宮崎県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年7月29日 宮崎県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年9月12日 宮崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 宮崎県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 宮崎県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年7月29日 宮崎県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 宮崎県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年4月28日 宮崎県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月28日 宮崎県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 宮崎県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年9月12日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年4月28日 宮崎県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
平成15年3月10日 宮崎県 DMTP水和剤 ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾗｸﾙﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 宮崎県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年3月10日 宮崎県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
平成15年7月29日 宮崎県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾒﾛﾝ

平成15年12月22日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年12月22日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年12月22日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
平成15年3月10日 宮崎県 MEP乳剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 宮崎県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年9月12日 宮崎県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ
平成15年4月1日 宮崎県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 甘長ｼｼﾄｳ

平成15年7月29日 宮崎県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 甘長ｼｼﾄｳ
平成15年4月1日 宮崎県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 甘長ｼｼﾄｳ
平成15年4月1日 宮崎県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ｼｼﾄｳ

平成15年9月12日 宮崎県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 甘長ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 宮崎県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
平成15年3月10日 宮崎県 有機銅水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ

平成15年12月22日 鹿児島県 D-D剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年12月22日 鹿児島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年7月29日 鹿児島県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
平成15年9月12日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ

平成15年12月22日 鹿児島県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
平成15年12月22日 鹿児島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年12月22日 鹿児島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｱｾﾛﾗ



平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年12月22日 鹿児島県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
平成15年3月10日 鹿児島県 D-D剤 ｵｸﾗ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年7月29日 鹿児島県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 鹿児島県 MCPB乳剤 ｶﾝｷﾂ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ乳剤 ｷﾝｶﾝ
平成15年7月29日 鹿児島県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ

平成15年12月22日 鹿児島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 鹿児島県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
平成15年3月10日 鹿児島県 TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼﾞｬﾎﾞﾁｶﾊﾞ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年9月12日 鹿児島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年9月12日 鹿児島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 鹿児島県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾂﾜﾌﾞｷ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ･銅水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ



平成15年3月10日 鹿児島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 鹿児島県 MEP乳剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年9月12日 鹿児島県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾋﾟｰﾏﾝ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾋﾞﾜ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｰﾘｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ)
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾍﾞﾝｼﾞﾙｱﾐﾉﾌﾟﾘﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｰﾘｰｽﾁｭｰﾍﾞﾝ)
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾌﾞﾗｯｸｵﾘﾝﾋﾟｱ)
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(安芸ｸｨｰﾝ)
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紫玉)
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(竜宝)
平成15年7月29日 鹿児島県 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年9月12日 鹿児島県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
平成15年4月28日 鹿児島県 DMTP水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年7月29日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 鹿児島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年9月12日 鹿児島県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
平成15年7月29日 鹿児島県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年7月29日 鹿児島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 鹿児島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年3月10日 鹿児島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾒﾛﾝ(ﾀｶﾐ)
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾒﾛﾝ(ﾊﾟﾊﾟｲﾔ)
平成15年3月10日 鹿児島県 4-CPA液剤 ﾒﾛﾝ（ﾊﾟﾊﾟｲﾔ他）
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾒﾛﾝ(ﾕｳｶ)
平成15年3月10日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾔﾏﾓﾓ
平成15年3月10日 鹿児島県 MEP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年7月29日 鹿児島県 DBEDC乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年12月22日 鹿児島県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ



平成15年7月29日 鹿児島県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 鹿児島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年7月29日 鹿児島県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
平成15年4月1日 鹿児島県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ

平成15年3月10日 鹿児島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 鹿児島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年3月10日 鹿児島県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年9月12日 鹿児島県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年7月29日 鹿児島県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ

平成15年12月22日 鹿児島県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年12月22日 鹿児島県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
平成15年4月28日 鹿児島県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｱｾﾛﾗ

平成15年12月22日 沖縄県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱｾﾛﾗ

平成15年12月22日 沖縄県 DMTP乳剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ｱﾐﾄﾗｽﾞ乳剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ｱﾃﾓﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 DEP乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｴﾝｻｲ

平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｴﾝｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 DBEDC乳剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 沖縄県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｵｸﾗ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
平成15年4月28日 沖縄県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｸﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｵｸﾗ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｵｸﾗ



平成15年12月22日 沖縄県 DDVP乳剤 ｶﾆｽﾃﾙ
平成15年12月22日 沖縄県 DMTP乳剤 ｶﾆｽﾃﾙ
平成15年12月22日 沖縄県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ

平成15年12月22日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
平成15年3月10日 沖縄県 CYAP乳剤 ｶﾗｼﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾗｼﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵｼｸﾗﾑ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

平成15年12月22日 沖縄県 MCPB乳剤 ｶﾝｷﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 CYAP乳剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 DEP乳剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾝｼｮ（茎）
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ

平成15年12月22日 沖縄県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｸﾞｱﾊﾞ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ

平成15年12月22日 沖縄県 DDVP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 DMTP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 MEP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ



平成15年3月10日 沖縄県 DEP乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年4月28日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ｺﾞﾚﾝｼ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｻﾄｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年4月28日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 CYAP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 DEP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ

平成15年12月22日 沖縄県 DDVP乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)



平成15年12月22日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年12月22日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾｰｼﾞ

平成15年12月22日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ｾﾙﾘｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾀﾞｲｺﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ

平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ



平成15年12月22日 沖縄県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
平成15年12月22日 沖縄県 DBEDC乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 DEP乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 沖縄県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年4月28日 沖縄県 硫黄くん煙剤 ﾆｶﾞｳﾘ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾆﾗ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ

平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ
平成15年9月12日 沖縄県 D-D剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年4月28日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾊｯｶ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ

平成15年12月22日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ



平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 MEP乳剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞﾅﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾞﾅﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ塗布剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾆｿﾌﾞﾛﾓﾚｰﾄ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 銅水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 有機銅水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ

平成15年12月22日 沖縄県 CYAP乳剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 DEP乳剤 ﾍﾞｶﾅ

平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水溶剤 ﾍﾞｶﾅ



平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾍﾞｶﾅ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾆｿﾌﾞﾛﾓﾚｰﾄ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年4月28日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年4月28日 沖縄県 DEP乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年4月28日 沖縄県 DEP粉剤 ﾐｽﾞｲﾓ

平成15年12月22日 沖縄県 PAP乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾐｽﾞｲﾓ
平成15年9月12日 沖縄県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
平成15年9月12日 沖縄県 D-D剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ



平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 MEP乳剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾖﾓｷﾞ

平成15年12月22日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾖﾓｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 MEP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
平成15年3月10日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾚｲｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾚｲｼ

平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾚｲｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾚｲｼ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾚｲｼ
平成15年3月10日 沖縄県 MEP乳剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ

平成15年12月22日 沖縄県 DMTP乳剤 ﾚﾝﾌﾞ
平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾚﾝﾌﾞ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾚﾝﾌﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
平成15年3月10日 沖縄県 TPN水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾜｹｷﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ



平成15年3月10日 沖縄県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
平成15年12月22日 沖縄県 DDVP乳剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 DEP乳剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ乳剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年12月22日 沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 食用ﾍﾁﾏ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｹﾙｾﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年9月12日 沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年4月28日 沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
平成15年3月10日 沖縄県 有機銅水和剤 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ
平成15年3月10日 沖縄県 DDVP乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 葉ﾆﾝﾆｸ

平成15年3月10日 沖縄県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ
水和剤

葉ﾆﾝﾆｸ

平成15年3月10日 沖縄県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年12月22日 沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和 葉ﾆﾝﾆｸ

平成15年12月22日 沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
平成15年3月10日 沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ


