
（沖　縄）

都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称

沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱｾﾛﾗ
沖縄県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｱｾﾛﾗ
沖縄県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱｾﾛﾗ
沖縄県 ｱﾐﾄﾗｽﾞ乳剤 ｱﾃﾓﾔ
沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ｱﾃﾓﾔ
沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴﾝｻｲ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ
沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ
沖縄県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 ｵｸﾗ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｵｸﾗ
沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
沖縄県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｸﾗ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｶﾎﾞﾁｬ
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾗｼﾅ
沖縄県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
沖縄県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
沖縄県 MCPB乳剤 ｶﾝｷﾂ
沖縄県 DEP乳剤 ｶﾝｼｮ（茎）
沖縄県 DDVP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｸﾞｱﾊﾞ
沖縄県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ
沖縄県 DDVP乳剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｸﾞｱﾊﾞ（葉）
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｸﾚｿﾝ
沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｸﾚｿﾝ
沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｺﾞﾚﾝｼ
沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
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
沖縄県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
沖縄県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
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沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ｾｰｼﾞ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
沖縄県 DBEDC乳剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾆｶﾞｳﾘ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
沖縄県 DMTP乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
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
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
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
沖縄県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
沖縄県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾞﾅﾅ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾊﾞﾅﾅ
沖縄県 TPN水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ塗布剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 銅水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
沖縄県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
沖縄県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾋﾟﾀﾔ
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾍﾞｶﾅ
沖縄県 DDVP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 DMTP乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
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沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
沖縄県 DEP乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐｽﾞｲﾓ
沖縄県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐｽﾞｲﾓ
沖縄県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾐｽﾞｲﾓ
沖縄県 4-CPA液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
沖縄県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
沖縄県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾖﾓｷﾞ
沖縄県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾖﾓｷﾞ
沖縄県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾖﾓｷﾞ
沖縄県 MEP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｯｷｮｳ
沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
沖縄県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
沖縄県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
沖縄県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
沖縄県 DEP乳剤 食用ﾍﾁﾏ
沖縄県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 食用ﾍﾁﾏ
沖縄県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 食用ﾍﾁﾏ
沖縄県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾍﾁﾏ
沖縄県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
沖縄県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
沖縄県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
沖縄県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
沖縄県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
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