
（北海道）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾂｷ
北海道 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
北海道 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｱﾛﾆｱ
北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｱﾛﾆｱ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｲｶﾘｿｳ
北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｲｶﾘｿｳ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｲﾀﾘｱﾝﾊﾟｾﾘ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
北海道 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
北海道 ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ水和剤 ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ
北海道 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ液剤 ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ
北海道 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
北海道 ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｴﾝﾄﾞｳﾏﾒ
北海道 TPN水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
北海道 DDVP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 PAP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 TPN水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ﾏﾝﾈﾌﾞ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 有機銅水和剤 ｶﾉｺｿｳ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ･ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
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
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
北海道 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾌﾞ
北海道 ﾁｵｼｸﾗﾑ水和剤 ｶﾌﾞ
北海道 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
北海道 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
北海道 ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
北海道 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
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
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
北海道 PAP乳剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｶﾗｽﾋﾞｼｬｸ
北海道 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

経過措置取消リスト

1 / 7 ページ



（北海道）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称

経過措置取消リスト

北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
北海道 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
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
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
北海道 TPN水和剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｷﾊﾞﾅｵｳｷﾞ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｷｬﾗｳｴｲ
北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
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
北海道 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｹﾞﾝﾁｱﾅ(薬用)
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｹﾞﾝﾁｱﾅ(薬用)
北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｺｶﾞﾈﾊﾞﾅ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
北海道 TPN水和剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
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
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
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
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
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
北海道 TPN水和剤 ｻﾙﾅｼ
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
北海道 DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
北海道 DDVP乳剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｼﾄｳ
北海道 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｼｿ
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
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剤 ｼｿ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｿ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾞﾌﾞﾚｯﾄ
北海道 DDVP乳剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
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北海道 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
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)
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾎｯﾌﾟP乳剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
北海道 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
北海道 TPN水和剤 ｼﾛｳﾘ
北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｼﾛﾅ
北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｼﾛﾅ
北海道 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ粒剤 ｼﾛﾅ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
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
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾈｶﾞ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ｾﾈｶﾞ
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
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剤 ｾﾙﾘｰ
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
北海道 DDVP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ECP粉剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 PAP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾚﾙ
北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾀﾞｲｵｳ
北海道 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾀﾞｲｵｳ
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾞｲｵｳ
北海道 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ水和剤 ﾀﾞｲｵｳ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
北海道 DDVP乳剤 ﾀｲｻｲ
北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾀｲｻｲ
北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀｲｻｲ
北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀｲｻｲ
北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾀｲﾑ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
北海道 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｺﾘ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
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北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
北海道 ECP乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
北海道 ECP粉剤 ﾁｬｲﾌﾞ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
北海道 ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
北海道 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
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
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
北海道 MEP乳剤 ﾄｳｷ
北海道 PAP乳剤 ﾄｳｷ
北海道 TPN水和剤 ﾄｳｷ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｷ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｷ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾄｳｷ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｷ
北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄｳｷ
北海道 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾄｳｷ
北海道 有機銅水和剤 ﾄｳｷ
北海道 PAP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
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）
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
北海道 DDVP乳剤 ﾆﾗ
北海道 ECP乳剤 ﾆﾗ
北海道 PAP乳剤 ﾆﾗ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾆﾗ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
北海道 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
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
北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
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
北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
北海道 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
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北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾝﾆｸ
北海道 DEP粒剤 ﾈｷﾞ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
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
北海道 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾈｷﾞ
北海道 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｷﾞ
北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾈｷﾞ
北海道 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾈｷﾞ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
北海道 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
北海道 DMTP水和剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
北海道 ﾏｼﾝ油乳剤 ﾊｽｶｯﾌﾟ
北海道 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
北海道 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾊｯｶ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊｯｶ
北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊｯｶ
北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾋﾏﾜﾘ（種子）
北海道 DDVP乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌｻｽｸﾞﾘ
北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌｻｽｸﾞﾘ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
北海道 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
北海道 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
北海道 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
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
北海道 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
北海道 MEP乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 PAP乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
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剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
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
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
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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
北海道 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾍﾞﾆﾊﾞﾅｲﾝｹﾞﾝ
北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｰｼｭ
北海道 TPN水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
北海道 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
北海道 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
北海道 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾏｸﾜｳﾘ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
北海道 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾙﾒﾛ
北海道 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
北海道 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐｽﾞﾅ
北海道 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 有機銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
北海道 DDVPくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 TPNくん煙剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
北海道 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
北海道 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾑﾗｻｷ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ粒剤 ﾑﾗｻｷ
北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
北海道 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾖﾛｲｸﾞｻ
北海道 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾘﾝｺﾞ
北海道 DDVP乳剤 ﾙｯｺﾗ
北海道 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾙｯｺﾗ
北海道 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
北海道 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾚﾀｽ
北海道 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ
北海道 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
北海道 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
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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
北海道 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
北海道 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
北海道 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
北海道 ﾃﾌﾟﾗﾛｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
北海道 DDVP乳剤 食用ﾕﾘ
北海道 MEP乳剤 食用ﾕﾘ
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
北海道 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 食用ﾕﾘ
北海道 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 食用ﾕﾘ
北海道 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
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