
（北　陸）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾙｲ
新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｳﾙｲ
新潟県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ｳﾙｲ
新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｵｻｷﾅ
新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ｵｵｻｷﾅ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
新潟県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
新潟県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｵｸﾗ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｵｸﾗ
新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｵｸﾗ
新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶｸﾞﾗﾅﾝﾊﾞﾝ
新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
新潟県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ｶﾌﾞ
新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾜｲ
新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｸﾜｲ
新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾜｲ
新潟県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
新潟県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ
新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
新潟県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
新潟県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
新潟県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
新潟県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｼｿ
新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｼｿ
新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
新潟県 ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
新潟県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｾﾝｷｭｳ
新潟県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝｷｭｳ
新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
新潟県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ
新潟県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
新潟県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
新潟県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
新潟県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾁｬｲﾌﾞ
新潟県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
新潟県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
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新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
新潟県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾄｳﾅ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾆﾗ
新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾆﾗ
新潟県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾈｷﾞ
新潟県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 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
新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 硫酸亜鉛 ﾈｸﾀﾘﾝ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
新潟県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･有機銅水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
新潟県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
新潟県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
新潟県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊｯｶ
新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｯｶ
新潟県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
新潟県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
新潟県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾎｿﾊﾞｵｹﾗ
新潟県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｰｼｭ
新潟県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ
新潟県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
新潟県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
新潟県 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
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
新潟県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
新潟県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾒｲｹﾅ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾒｲｹﾅ
新潟県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
新潟県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
新潟県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
新潟県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾔｰｺﾝ
新潟県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
新潟県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
新潟県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ﾚﾝｺﾝ
新潟県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ﾚﾝｺﾝ
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新潟県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ
新潟県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
新潟県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 食用ｷﾞｸ
新潟県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
新潟県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
新潟県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
新潟県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
新潟県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
石川県 ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ水和剤 ｶﾝｼｮ
石川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ粉剤 ｸﾜｲ
石川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾜｲ
石川県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｽｲｾﾞﾝｼﾞﾅ
石川県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
石川県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
石川県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾅｽ
石川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
石川県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
石川県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
石川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ
石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｽﾞﾅ
石川県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
石川県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾌﾞﾅ
石川県 DEP粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
石川県 DBEDC乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
石川県 DDVP乳剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
福井県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福井県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
福井県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
福井県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
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