
（近　畿）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ｶﾌﾞ
滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
滋賀県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
滋賀県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
滋賀県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
滋賀県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
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)
滋賀県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
滋賀県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
滋賀県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
滋賀県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
滋賀県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
滋賀県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
滋賀県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
滋賀県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
滋賀県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
滋賀県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
京都府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾌﾞ
京都府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
京都府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
京都府 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
京都府 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
京都府 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
京都府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
京都府 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｿ
京都府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
京都府 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
京都府 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
京都府 DBEDC乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
京都府 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾅｽ
京都府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
京都府 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
京都府 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
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京都府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
京都府 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
京都府 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
京都府 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
京都府 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾐﾌﾞﾅ
京都府 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
京都府 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
京都府 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
京都府 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
大阪府 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
大阪府 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
大阪府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
大阪府 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
大阪府 ACN粒剤 ｸﾜｲ
大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
大阪府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｺﾏﾂﾅ
大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
大阪府 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
大阪府 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
大阪府 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
大阪府 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
大阪府 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌｷ
大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
大阪府 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞﾅ
大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
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
大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
大阪府 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
大阪府 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
大阪府 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
大阪府 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
大阪府 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
大阪府 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
大阪府 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
大阪府 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
大阪府 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
大阪府 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
大阪府 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
大阪府 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
大阪府 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
大阪府 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 葉ｺﾞﾎﾞｳ
兵庫県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
兵庫県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
兵庫県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
兵庫県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｳﾘ類(漬物用)
兵庫県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
兵庫県 ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ・ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ・ﾘﾆｭﾛﾝ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
兵庫県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾈｶﾞ
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兵庫県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
兵庫県 DEP乳剤 ﾄｳｷ
兵庫県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
兵庫県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
兵庫県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
兵庫県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
兵庫県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
兵庫県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
兵庫県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
奈良県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
奈良県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
奈良県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
和歌山県 MCPB乳剤 ｱﾝｺｰﾙ
和歌山県 TPN水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｲﾁｼﾞｸ
和歌山県 MCPB乳剤 ｵﾚﾝｼﾞ
和歌山県 4-CPA液剤 ｶﾎﾞﾁｬ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾞﾎﾞｳ
和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
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
和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
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
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
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
和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ﾏｼﾝ油乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
和歌山県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
和歌山県 ｱｼｭﾗﾑ液剤 ｼｿ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
和歌山県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
和歌山県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｼｮｳｶﾞ
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和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
和歌山県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
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
和歌山県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
和歌山県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
和歌山県 D-D剤 ﾈｷﾞ
和歌山県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ﾈｷﾞ
和歌山県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾊﾙﾐ
和歌山県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
和歌山県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
和歌山県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
和歌山県 MCPB乳剤 ﾏｰｺｯﾄ
和歌山県 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 有機銅水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
和歌山県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
和歌山県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
和歌山県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
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和歌山県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
和歌山県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
和歌山県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
和歌山県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
和歌山県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾚﾀｽ
和歌山県 PAP乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
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剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
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
和歌山県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
和歌山県 MCPB乳剤 不知火
和歌山県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
和歌山県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
和歌山県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
和歌山県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
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