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都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称

鳥取県 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｱｽﾞｷ
鳥取県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱﾜ
鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
鳥取県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
鳥取県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
鳥取県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
鳥取県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
鳥取県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
鳥取県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
鳥取県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
鳥取県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ
鳥取県 D-D剤 ﾈｷﾞ
鳥取県 DEP粒剤 ﾈｷﾞ
鳥取県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
鳥取県 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
鳥取県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
鳥取県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
鳥取県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
鳥取県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
鳥取県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
鳥取県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
鳥取県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
鳥取県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
鳥取県 DDVP乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 TPN水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
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)
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)
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)
鳥取県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
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)
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)
鳥取県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
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鳥取県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
鳥取県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
鳥取県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
鳥取県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
鳥取県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
鳥取県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ･銅水和剤 ﾗｯｷｮｳ
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
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
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
鳥取県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
鳥取県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
鳥取県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
鳥取県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
鳥取県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
島根県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
島根県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
島根県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粉剤 ｿﾊﾞ
島根県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
島根県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
島根県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾋﾏﾜﾘ（種子）
島根県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
島根県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
島根県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
島根県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
岡山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
岡山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
岡山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
岡山県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
岡山県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
岡山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
岡山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
岡山県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
岡山県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
岡山県 MEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
岡山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岡山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岡山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岡山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ
岡山県 4-CPA液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
岡山県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
岡山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
岡山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
岡山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
岡山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾈｷﾞ
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岡山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
岡山県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾚｷ)

岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤

ﾌﾞﾄﾞｳ（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）

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)

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）

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)

岡山県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
岡山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
岡山県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岡山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岡山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岡山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
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
岡山県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
広島県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
広島県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
広島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ
広島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｸﾜｲ
広島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｸﾜｲ
広島県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｸﾜｲ
広島県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｸﾜｲ
広島県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
広島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
広島県 TPN水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
広島県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
広島県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
広島県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
広島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
広島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾜｹｷﾞ
広島県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｹｷﾞ
広島県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾜｹｷﾞ
広島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾜｹｷﾞ
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
広島県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾜｹｷﾞ
山口県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
山口県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｸﾗ
山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｼﾛｳﾘ
山口県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
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山口県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾊﾅｯｺﾘｰ
山口県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
山口県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
山口県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
山口県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
山口県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
徳島県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｺﾞ
徳島県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
徳島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
徳島県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
徳島県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
徳島県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾝｼｮ
徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ
徳島県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｶﾝｼｮ
徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
徳島県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
徳島県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
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
徳島県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
徳島県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
徳島県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
徳島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
徳島県 D-D剤 ﾈｷﾞ
徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌｷ
徳島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ
徳島県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
徳島県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
徳島県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
徳島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
徳島県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾚﾝｺﾝ
徳島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
徳島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｴﾝｻｲ
香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
香川県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
香川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｵﾘｰﾌﾞ
香川県 MEP乳剤 ｵﾘｰﾌﾞ(葉)
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)
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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）

香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
香川県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
香川県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｻﾙﾅｼ
香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾙﾅｼ
香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
香川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
香川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
香川県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ
香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
香川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
香川県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
香川県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ

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）））

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）））

香川県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
香川県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 DBEDC乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
香川県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
香川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
香川県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
香川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
香川県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
香川県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
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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
愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
愛媛県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｶｷ
愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
愛媛県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾝ
愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
愛媛県 MCPB乳剤 ｶﾝｷﾂ
愛媛県 DEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
愛媛県 除虫菊乳剤 ｹｰﾙ
愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
愛媛県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
愛媛県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｿ
愛媛県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｿ
愛媛県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
愛媛県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
愛媛県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
愛媛県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
愛媛県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾅｽ
愛媛県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛媛県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
愛媛県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
愛媛県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
愛媛県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛媛県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛媛県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
愛媛県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
愛媛県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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
愛媛県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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愛媛県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
愛媛県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
愛媛県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
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
愛媛県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
愛媛県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
愛媛県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
愛媛県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
愛媛県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
高知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｵｸﾗ
高知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｸﾗ
高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｵｸﾗ
高知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｵｸﾗ
高知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｵｸﾗ
高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾝｼｮ
高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
高知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
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
高知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
高知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
高知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
高知県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
高知県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
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高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ
高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
高知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ｼｮｳｶﾞ
高知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｼｮｳｶﾞ
高知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
高知県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
高知県 DEP粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
高知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
高知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
高知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾆﾗ
高知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
高知県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾆﾗ
高知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾊｽｲﾓ(葉柄)
高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
高知県 TPN水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
高知県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
高知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
高知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
高知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
高知県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
高知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
高知県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
高知県 D-D剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
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高知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ

高知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ･DDVPくん煙成型剤 ﾐｮｳｶﾞ

高知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
高知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
高知県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
高知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
高知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
高知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
高知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
高知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 葉ﾜｻﾋﾞ
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