
（関　東）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
茨城県 D-D剤 ｳﾄﾞ
茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
茨城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
茨城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
茨城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
茨城県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ｶｷ（西村早生）
茨城県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
茨城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｺﾏﾂﾅ
茨城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
茨城県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
茨城県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
茨城県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
茨城県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｼｼﾄｳ
茨城県 D-D剤 ｼｿ
茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ
茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｿ
茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
茨城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
茨城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
茨城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｾﾘ
茨城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾘ
茨城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｾﾘ
茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
茨城県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
茨城県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆﾗ
茨城県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
茨城県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
茨城県 DDVP乳剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 D-D剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
茨城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
茨城県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
茨城県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(2倍体品種)
茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
茨城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
茨城県 D-D剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾐﾂﾊﾞ
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剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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
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茨城県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾒﾛﾝ
茨城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾗｯｷｮｳ
茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾗｯｷｮｳ
茨城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
茨城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
茨城県 TPN水和剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
茨城県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
茨城県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
茨城県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
茨城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
栃木県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
栃木県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
栃木県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
栃木県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
栃木県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
栃木県 MEP乳剤 ﾜﾗﾋﾞ
栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾜﾗﾋﾞ
群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
群馬県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾄﾞ
群馬県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
群馬県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｵｸﾗ
群馬県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾞﾎﾞｳ
群馬県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
群馬県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾗ
群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
群馬県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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
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剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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
群馬県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｷ
群馬県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌｷ
群馬県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
群馬県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
群馬県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
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群馬県 CYAP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
群馬県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
群馬県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
群馬県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
群馬県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
群馬県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
群馬県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
群馬県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
群馬県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
群馬県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
群馬県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾚﾀｽ
埼玉県 D-D剤 ｳﾄﾞ
埼玉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
埼玉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｸﾜｲ
埼玉県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｸﾜｲ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
埼玉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾄｲﾓ
埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
埼玉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
埼玉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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
埼玉県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｳﾘ類(漬物用)
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
千葉県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
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千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
千葉県 4-CPA液剤 ｼﾛｳﾘ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞくん煙剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙくん煙剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
千葉県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｱｻｲ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆﾗ
千葉県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆﾗ
千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
千葉県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾆﾗ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
千葉県 D-D剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 D-D剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
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千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
千葉県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
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
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
千葉県 D-D剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
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
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
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
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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
千葉県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 TPN水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
千葉県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
千葉県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
東京都 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ

5 / 12 ページ



（関　東）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称

経過措置延長リスト

東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
東京都 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
東京都 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾓﾐｰﾙ
東京都 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾝﾄﾘﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
東京都 DMTP乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
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
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
東京都 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
神奈川県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 硫黄くん煙剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
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
神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｽｲｶ
神奈川県 硫黄くん煙剤 ｽｲｶ
神奈川県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
神奈川県 硫黄くん煙剤 ﾄｳｶﾞﾝ
神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾅｽﾞﾅ
神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾅｽﾞﾅ
神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
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)
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)
神奈川県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 大山そだち
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
山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｶﾘﾝ
山梨県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
山梨県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
山梨県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
山梨県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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
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
山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 酸化ﾌｪﾝﾌﾞﾀｽｽﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
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山梨県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
山梨県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
山梨県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
山梨県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
山梨県 ﾒﾋﾟｺｰﾄｸﾛﾘﾄﾞ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
山梨県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 大野菜
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 大野菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 大野菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 大野菜
山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 大野菜
山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 大野菜
山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 大野菜
山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 大野菜
山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 大野菜
山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 大野菜
山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 大野菜
山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 大野菜
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 長禅寺菜
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 長禅寺菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 長禅寺菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 長禅寺菜
山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 長禅寺菜
山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 長禅寺菜
山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 長禅寺菜
山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 長禅寺菜
山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 長禅寺菜
山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 長禅寺菜
山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 長禅寺菜
山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 長禅寺菜
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 鳴沢菜
山梨県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 鳴沢菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
山梨県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 鳴沢菜
山梨県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 鳴沢菜
山梨県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
山梨県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 鳴沢菜
山梨県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 鳴沢菜
山梨県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 鳴沢菜
山梨県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 鳴沢菜
山梨県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 鳴沢菜
山梨県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 鳴沢菜
山梨県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 鳴沢菜
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
長野県 生石灰 ｱﾝｽﾞ
長野県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
長野県 硫酸銅 ｱﾝｽﾞ
長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
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長野県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
長野県 MEP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻﾙﾅｼ
長野県 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 D-D剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｱｻｲ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾄﾚﾋﾞﾂ
長野県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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長野県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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
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剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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
長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ﾁｱｼﾞｱｼﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 水和硫黄剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
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剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
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)
長野県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(欧州系品種)
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)
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)
長野県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ（欧米雑種）
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）
長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
長野県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
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長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
長野県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾚﾀｽ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
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
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
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
長野県 DDVP乳剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
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剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 DDVP乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
長野県 D-D剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
長野県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
静岡県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｴﾝｻｲ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻｸﾗﾊﾞ
静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
静岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
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
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｾﾙﾘｰ
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静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｱｻｲ
静岡県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｱｻｲ
静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾀｱｻｲ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀｲﾑ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
静岡県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾈｷﾞ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
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
静岡県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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
静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
静岡県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
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静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾗｯｷｮｳ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
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剤 ﾗｯｷｮｳ
静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
静岡県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
静岡県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾜｻﾋﾞ
静岡県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾜｻﾋﾞ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
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
静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
静岡県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
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