
（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 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
茨城県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
茨城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ

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 ｼｭﾝｷﾞｸ

茨城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
茨城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ

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 ﾆﾗ

茨城県 DDVP乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
茨城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
茨城県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
茨城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
茨城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
茨城県 TPN水和剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
茨城県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
茨城県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
茨城県 D-D剤 葉ｼｮｳｶﾞ
茨城県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
茨城県 ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
栃木県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
栃木県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ

栃木県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ

栃木県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾆﾗ
栃木県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾆﾗ
栃木県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾆﾗ
栃木県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
栃木県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾜﾗﾋﾞ
群馬県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
群馬県 ﾏﾗｿﾝ･MEP乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
群馬県 DEP乳剤 ｳﾒ
群馬県 DDVP乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
群馬県 PAP粉剤 ｵｵﾑｷﾞ
群馬県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶｷﾅ
群馬県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
群馬県 DDVP乳剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
群馬県 DEP乳剤 ｽﾓﾓ
群馬県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｽﾓﾓ
群馬県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
群馬県 DDVP乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
群馬県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ
群馬県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
群馬県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ

群馬県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤

ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾃﾞﾗｳｴｱ、巨峰、ﾋﾟｵｰ
ﾈ､ﾋﾑﾛｯﾄﾞ、高尾、安芸ｸｲｰﾝ､
ﾊﾆｰｼｰﾄﾞﾚｽ、ｷﾝｸﾞﾃﾞﾗ、ﾏｽｶｯ
ﾄ、ﾍﾞﾘｰA）
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群馬県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤

ﾌﾞﾄﾞｳ（ﾃﾞﾗｳｴｱ、巨峰、ﾋﾟｵｰ
ﾈ､ﾋﾑﾛｯﾄﾞ、高尾、安芸ｸｲｰﾝ､
ﾊﾆｰｼｰﾄﾞﾚｽ、ｷﾝｸﾞﾃﾞﾗ、ﾏｽｶｯ
ﾄ、ﾍﾞﾘｰA）

群馬県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
群馬県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
群馬県 DDVP乳剤 ﾍﾞｶﾅ
群馬県 DDVP乳剤 ﾍﾞﾝﾘﾅ
群馬県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾐﾂﾊﾞ
群馬県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
群馬県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
群馬県 DDVP乳剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
群馬県 DDVP乳剤 ﾙｯｺﾗ
群馬県 DDVP乳剤 ﾛﾒｲﾝﾚﾀｽ
埼玉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾜｲ
埼玉県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｸﾜｲ
埼玉県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
埼玉県 DDVP乳剤 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(ｱｳﾛｰﾗ21)
埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱｳﾛｰﾗ21)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾘｻ)
埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｱﾘｻ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌｨﾝｶﾞｰ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾊｲﾍﾞﾘｰ)
埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾊｲﾍﾞﾘｰ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙｰﾍﾞﾙﾏｽｶｯﾄ)
埼玉県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙｰﾍﾞﾙﾏｽｶｯﾄ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾛｻﾞﾘｵﾋﾞｱﾝｺ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(仮称山ﾋﾟﾝｸ)
埼玉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(仮称赤ﾊﾞﾗ)
埼玉県 DEP粉剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
埼玉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐｽﾞﾅ
埼玉県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
埼玉県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
埼玉県 D-D剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
埼玉県 DEP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
埼玉県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
埼玉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 美味菜(ﾍﾞﾝﾘ菜)
千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾘ類(漬物用)
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴﾝｻｲ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
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千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
千葉県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
千葉県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶｷﾁｼｬ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
千葉県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾄｲﾓ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾄｲﾓ
千葉県 TPN水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

千葉県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸・ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

千葉県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ

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 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 ｼｼﾄｳ
千葉県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｼﾛｳﾘ
千葉県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｼﾛｳﾘ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
千葉県 BT水和剤 ｿﾚﾙ
千葉県 銅水和剤 ｿﾚﾙ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
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千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
千葉県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
千葉県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾊｯｶ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
千葉県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾊｯｶ
千葉県 MEP粉剤 ﾋﾞﾜ
千葉県 ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ ﾌﾞﾄﾞｳ
千葉県 ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ･ﾊﾞｼｱｰﾅ乳剤 ﾌﾞﾄﾞｳ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾏｰｼｭ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
千葉県 銅水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
千葉県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
千葉県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ

千葉県 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

千葉県 ｼﾞﾈﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ･銅水和剤 ﾙｯｺﾗ
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千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
千葉県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
千葉県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
千葉県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
千葉県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
千葉県 ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ 日本ﾅｼ
千葉県 ｼｮｸｶﾞﾀﾏﾊﾞｴ剤 日本ﾅｼ
千葉県 ﾀｲﾘｸﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ剤 日本ﾅｼ
千葉県 ﾅﾐﾋﾒｶﾒﾑｼ 日本ﾅｼ
千葉県 ﾊﾞｰﾃｨｼﾘｳﾑﾚｶﾆ 日本ﾅｼ
千葉県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
千葉県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
千葉県 D-D剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝ･D-Dくん蒸剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ塩酸塩液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
千葉県 MEP乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 PAP乳剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 葉ﾀﾏﾈｷﾞ
千葉県 TPN水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
千葉県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
千葉県 ﾏﾗｿﾝ･BPMC乳剤 葉ﾆﾝﾆｸ
千葉県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 葉ﾆﾝﾆｸ
東京都 TPN水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
東京都 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｳﾄﾞ
東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｳﾄﾞ
東京都 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｰﾃﾞｺﾛﾝﾐﾝﾄ
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東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵｰﾃﾞｺﾛﾝﾐﾝﾄ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾎﾞﾛﾈﾛ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾓﾐｰﾙ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｶﾗｼﾅ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾚｰﾌﾟﾗﾝﾄ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｶﾚｰﾌﾟﾗﾝﾄ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
東京都 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
東京都 TPN水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰﾈｯﾄ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｰﾄﾏｼﾞｮﾗﾑ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｾｰｼﾞ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾘ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｿﾚﾙ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｿﾚﾙ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾚﾙ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾀｲﾑ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾃﾞ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｺﾘ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
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東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾂﾙﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ(葉)
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾅｽﾞﾅ
東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾅｽﾞﾅ
東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾐﾝﾄ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｺﾍﾞ
東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
東京都 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
東京都 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊｯｶ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊｯｶ
東京都 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
東京都 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
東京都 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾅﾉｽﾏｲﾙ)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ｼﾞｬｽﾐﾝ)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(安芸ｸｲｰﾝ)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅伊豆)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅瑞宝)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紅冨士)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(高妻)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(紫玉)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(多摩ゆたか)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(天秀)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(藤稔)
東京都 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(竜宝)
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄﾐﾝﾄ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄﾐﾝﾄ
東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
東京都 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
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東京都 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
東京都 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏｰｼｭ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｼﾞｮﾗﾑ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
東京都 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
東京都 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
東京都 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
東京都 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
東京都 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾖﾒﾅ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾖﾒﾅ
東京都 DMTP乳剤 ﾚｲｼ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
東京都 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
東京都 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾜｻﾋﾞﾀﾞｲｺﾝ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 花ｽﾞｯｷｰﾆ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 花ｽﾞｯｷｰﾆ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
東京都 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ
東京都 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ
東京都 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 食用月桂樹
東京都 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用月桂樹
東京都 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用月桂樹
東京都 ｹﾙｾﾝ水和剤 未成熟ｼｶｸﾏﾒ
東京都 TPN水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾌﾞ
神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｶﾎﾞﾁｬ
神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞｷﾞｮｳ

神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
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神奈川県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
神奈川県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｻｶﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ
神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ

神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾘ

神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
神奈川県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾀｶﾅ
神奈川県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀｶﾅ
神奈川県 DDVP乳剤 ﾄｳｶﾞﾝ
神奈川県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾝ
神奈川県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
神奈川県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｺﾍﾞ
神奈川県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

神奈川県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)

神奈川県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
神奈川県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾒﾛﾝ
神奈川県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾒﾛﾝ
神奈川県 ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ水和剤 ﾒﾛﾝ
神奈川県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 大山そだち
神奈川県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 大山そだち
神奈川県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山梨県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山梨県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
山梨県 DMTP水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山梨県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山梨県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山梨県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱﾜ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱﾜ
長野県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｱﾝｽﾞ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ｳｽﾋﾗﾀｹ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ｳｽﾋﾗﾀｹ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ｴﾘﾝｷﾞ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ｴﾘﾝｷﾞ

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 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ

長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｵﾚｶﾞﾉ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
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長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶﾓﾐｰﾙ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾓﾐｰﾙ
長野県 TPN水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾗｼﾅ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

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 ｶﾘﾌﾗﾜｰ

長野県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ
長野県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｷﾋﾞ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｷﾋﾞ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｸﾙﾐ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
長野県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
長野県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｽﾓﾓ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾｰｼﾞ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｾｰｼﾞ
長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾙﾘｰ
長野県 TPN水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｾﾝﾌﾞﾘ
長野県 MEP乳剤 ｿﾊﾞ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｿﾊﾞ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
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長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾀｱｻｲ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｱｻｲ
長野県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｲﾌﾞ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁｬｲﾌﾞ
長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
長野県 DDVP乳剤 ﾄｳｷ
長野県 TPN水和剤 ﾄｳｷ
長野県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾄｳｷ
長野県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄｳｷ
長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾈｷﾞ
長野県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 生石灰 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 銅･有機銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 硫酸亜鉛 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 硫酸銅 ﾈｸﾀﾘﾝ
長野県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ

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 ﾉｻﾞﾜﾅ

長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
長野県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊﾟｾﾘ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾊｯｶ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
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長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾌｪﾝﾈﾙ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ液剤 ﾌﾞﾅｼﾒｼﾞ
長野県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌﾞﾅｼﾒｼﾞ
長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
長野県 DEP乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 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 ﾎｳﾚﾝｿｳ

長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾎﾟﾘｼﾞ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏｰｼｭ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾏｰｼｭ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾏｰｼｭ
長野県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
長野県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
長野県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
長野県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾚﾀｽ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
長野県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
長野県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾜﾗﾋﾞ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 羽広菜
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 羽広菜
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 羽広菜
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 羽広菜
長野県 DDVP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 DEP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
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長野県 TPN水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

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 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｽﾙﾎﾝ酸銅水和剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
長野県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
長野県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
長野県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 源助ｶﾌﾞﾅ
長野県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
長野県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 非結球ﾚﾀｽ
長野県 TPN水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
長野県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
長野県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
静岡県 DDVP乳剤 ｲﾁｺﾞ
静岡県 ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｴﾀﾞﾏﾒ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｴﾝｻｲ
静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｴﾝｻｲ
静岡県 TPN水和剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｴﾝﾀﾞｲﾌﾞ
静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｵｳﾚﾝ
静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｵｳﾚﾝ
静岡県 TPN水和剤 ｶﾗｼﾅ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｶﾗｼﾅ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
静岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
静岡県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ油剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
静岡県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｻｲｼﾝ(薬用)
静岡県 ｽﾀｲﾅｰﾈﾏ・ｸﾞﾗｾﾗｲ剤 ｻﾄｲﾓ
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静岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 ｻﾄｲﾓ
静岡県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｻﾄｲﾓ
静岡県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾄｲﾓ
静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
静岡県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｼﾛｳﾘ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｾｰｼﾞ
静岡県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾀｱｻｲ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀｲﾑ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀｲﾑ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
静岡県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
静岡県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
静岡県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
静岡県 有機銅水和剤 ﾈｷﾞ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊｸｻｲ
静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊｯｶ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾋﾞｰﾂ(葉)
静岡県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
静岡県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐｼﾏｻｲｺ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾐｽﾞﾅ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐｽﾞﾅ
静岡県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
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静岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
静岡県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
静岡県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
静岡県 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾙｯｺﾗ
静岡県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
静岡県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
静岡県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
静岡県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｻﾋﾞ
静岡県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
静岡県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
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