
（東　北）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
青森県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
青森県 DEP粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
青森県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ｱﾝｽﾞ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｳﾄﾞ
青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｳﾄﾞ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾌﾞ
青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｶﾌﾞ
青森県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｶﾌﾞ
青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｶﾌﾞ
青森県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
青森県 TPN水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
青森県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
青森県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
青森県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
青森県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
青森県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
青森県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
青森県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ
青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
青森県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
青森県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
青森県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾄｳｷ
青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾄｳｷ
青森県 ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｷ
青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
青森県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
青森県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
青森県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾆﾝﾆｸ
青森県 BPPS水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
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青森県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ｼﾊﾛﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 生石灰 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 硫酸銅 ﾈｸﾀﾘﾝ
青森県 TPN水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
青森県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
青森県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾌｷ
青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾌｷ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌｷ
青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾌﾚﾄﾞﾆｱ)
青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾙﾋﾞｰ大久保)
青森県 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)
青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(伊豆錦)
青森県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(赤嶺)
青森県 TPN水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
青森県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
青森県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
青森県 DDVP乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
青森県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
青森県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
青森県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
青森県 ﾎﾙｸﾛﾙﾌｪﾆｭﾛﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
青森県 DDVP乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
青森県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾕｳｶﾞｵ
青森県 DEP粉剤 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
青森県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
青森県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
青森県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
青森県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 食用ｷﾞｸ
青森県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
青森県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
青森県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
青森県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
青森県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ﾜｻﾋﾞ
青森県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
青森県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
青森県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 葉ﾜｻﾋﾞ
岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｱﾜ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｳﾄﾞ
岩手県 DDVP乳剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
岩手県 TPN水和剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｵｵｸﾞﾙﾏ（薬用)
岩手県 DDVP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
岩手県 PAP乳剤 ｶﾉｺｿｳ
岩手県 TPN水和剤 ｶﾉｺｿｳ
岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｶﾉｺｿｳ
岩手県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ｷﾋﾞ
岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｷﾋﾞ
岩手県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾙﾅｼ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岩手県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｼﾄｳ
岩手県 DEP粒剤 ｼｿ
岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｼｿ
岩手県 TPN水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
岩手県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
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岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｬｸﾔｸ(薬用)
岩手県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
岩手県 DDVP乳剤 ｾﾝｷｭｳ
岩手県 TPN水和剤 ｾﾝｷｭｳ
岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ｾﾝｷｭｳ
岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｾﾝｷｭｳ
岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｾﾝｷｭｳ
岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｿﾗﾏﾒ
岩手県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
岩手県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
岩手県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾀﾗﾉｷ
岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾄｳｷ
岩手県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾄｳｷ
岩手県 DDVP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
岩手県 PAP乳剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
岩手県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
岩手県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾄﾘｶﾌﾞﾄ（薬用）
岩手県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岩手県 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
岩手県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岩手県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岩手県 有機銅水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岩手県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ･ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
岩手県 ｴﾃﾎﾝ液剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
岩手県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
岩手県 ｱｲｵｷｼﾆﾙ乳剤 ﾋｴ
岩手県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
岩手県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
岩手県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐﾂﾊﾞ
岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
岩手県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岩手県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岩手県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
岩手県 DDVP乳剤 ﾓｯｺｳ
岩手県 TPN水和剤 ﾓｯｺｳ
岩手県 ｵｷｻﾐﾙ粒剤 ﾓｯｺｳ
岩手県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾓｯｺｳ
岩手県 MEP乳剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
岩手県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
岩手県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
岩手県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
岩手県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾜｻﾋﾞ
岩手県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
岩手県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 畑ﾜｻﾋﾞ
岩手県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
岩手県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 畑ﾜｻﾋﾞ
岩手県 TPN水和剤 非結球ﾚﾀｽ
岩手県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
岩手県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
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宮城県 CYAP水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 DDVP乳剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 DEP乳剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 DMTP水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 MEP乳剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 有機銅水和剤 ｱｹﾋﾞ
宮城県 DDVP乳剤 ｱｻﾂｷ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｱｻﾂｷ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｻﾂｷ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾂｷ
宮城県 DMTP乳剤 ｱｾﾛﾗ
宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｳﾄﾞ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｳﾄﾞ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｳﾄﾞ
宮城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｴｺﾞﾏ
宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｶﾗｼﾅ
宮城県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
宮城県 PAP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｺﾏﾂﾅ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
宮城県 MEP乳剤 ｻｻｹﾞ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻｻｹﾞ
宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
宮城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｻﾗﾀﾞﾅ
宮城県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
宮城県 DDVP乳剤 ｼｿ
宮城県 PAP乳剤 ｼｿ
宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｿ
宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｿ
宮城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ粒剤 ｼｿ
宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ乳剤 ｼｿ
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宮城県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｼｿ
宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｼｿ
宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ
宮城県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
宮城県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
宮城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
宮城県 DDVP乳剤 ｾｲｻｲ
宮城県 PAP乳剤 ｾｲｻｲ
宮城県 TPN水和剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾｲｻｲ
宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾｲｻｲ
宮城県 DDVP乳剤 ｾﾘ
宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｾﾘ
宮城県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
宮城県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｾﾘ
宮城県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ｾﾘ
宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｾﾘ
宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｾﾘ
宮城県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｾﾘ
宮城県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ｾﾘ
宮城県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｾﾘ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾀｶﾅ
宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾃﾞ
宮城県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
宮城県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｲﾌﾞ
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宮城県 PAP乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
宮城県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
宮城県 DEP粉剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 DEP粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 有機銅水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
宮城県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾃﾞｨﾙ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾄﾏﾄ
宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾅﾊﾞﾅ
宮城県 DDVP乳剤 ﾆﾗ
宮城県 MEP乳剤 ﾆﾗ
宮城県 PAP乳剤 ﾆﾗ
宮城県 TPN水和剤 ﾆﾗ
宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾆﾗ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
宮城県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾆﾗ
宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ﾆﾗ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾆﾗ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾆﾗ
宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾉｻﾞﾜﾅ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ﾚﾅｼﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
宮城県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｯｶ
宮城県 DDVP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 DEP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 DEP粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 PAP乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
宮城県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
宮城県 DEP粒剤 ﾌｷ
宮城県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
宮城県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾌｷ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾌﾕｱｵｲ
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宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
宮城県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
宮城県 PAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾐｽﾞﾅ
宮城県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
宮城県 DDVP乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

宮城県
ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩･ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ水
和剤

ﾐﾆﾄﾏﾄ

宮城県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ﾒﾊﾟﾆﾋﾟﾘﾑ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞﾀｹ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｮｳｶﾞﾀｹ
宮城県 DDVP乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 TPN水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ・ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
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宮城県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
宮城県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
宮城県 DDVP乳剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾕｷﾅ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾕｷﾅ
宮城県 DDVP乳剤 ﾗｯｷｮｳ
宮城県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｯｷｮｳ
宮城県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
宮城県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾘｰﾌﾚﾀｽ
宮城県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾚﾀｽ
宮城県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾚﾀｽ
宮城県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 食用ﾕﾘ
宮城県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
宮城県 TPN水和剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
宮城県 TPN粉剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
宮城県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
宮城県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
宮城県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
宮城県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｹﾋﾞ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
秋田県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
秋田県 DEP粉剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ
秋田県 銅水和剤 ｱﾝｽﾞ
秋田県 DDVP乳剤 ｳﾄﾞ
秋田県 DEP粉剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｳﾄﾞ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｴﾝｻｲ
秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｴﾝｻｲ
秋田県 DEP乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
秋田県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
秋田県 TPN水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
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秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｵｸﾗ
秋田県 DDVP乳剤 ｶｷﾁｼｬ
秋田県 PAP乳剤 ｶｷﾁｼｬ
秋田県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｶｷﾁｼｬ
秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｶﾗｼﾅ
秋田県 MEP乳剤 ｶﾘﾝ
秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｶﾘﾝ
秋田県 DDVP乳剤 ｸﾚｿﾝ
秋田県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ｺｺﾞﾐ
秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ
秋田県 DEP水和剤 ｺﾏﾂﾅ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
秋田県 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ･ﾏﾗｿﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
秋田県 DDVP乳剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
秋田県 MEP乳剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｼﾞｭﾝｻｲ
秋田県 DBEDC乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 DEP粉剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 TPN水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 銅･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｽﾞｯｷｰﾆ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
秋田県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ｽﾓﾓ
秋田県 DDVP乳剤 ｾﾘ
秋田県 TPN水和剤 ｾﾘ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｾﾘ
秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｾﾘ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ｾﾘ
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秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｾﾘ
秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｾﾘ
秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｾﾘ
秋田県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｾﾘ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ
秋田県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀｲﾅ
秋田県 MEP水和剤 ﾀﾗﾉｷ
秋田県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
秋田県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁｼﾞﾐﾅ
秋田県 DDVP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 DEP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 DEP粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 MEP乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 TPN水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾁｮﾛｷﾞ
秋田県 DEP水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾂﾎﾞﾐﾅ
秋田県 DEP粉剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
秋田県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
秋田県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
秋田県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
秋田県 TPN水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾉﾋﾞﾙ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
秋田県 TPN水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
秋田県 ｱﾄﾗｼﾞﾝ水和剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
秋田県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾊﾄﾑｷﾞ
秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾋﾛｼﾏﾅ
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秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾌｷ
秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌｷ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ乳剤 ﾌｷ
秋田県 ﾒﾀｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ粒剤 ﾌｸﾀﾁ
秋田県 DDVP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
秋田県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
秋田県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
秋田県 DDVP乳剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 DEP乳剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 TPN水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾎｳｷｸﾞｻ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏﾙﾒﾛ
秋田県 ｼﾞｸﾛﾙﾌﾟﾛｯﾌﾟ液剤 ﾏﾙﾒﾛ
秋田県 銅水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
秋田県 DEP水和剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 PAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
秋田県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 PAP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 TPNくん煙剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝくん煙剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
秋田県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
秋田県 PAP乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
秋田県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾐｮｳｶﾞ
秋田県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
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秋田県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
秋田県 TPN水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
秋田県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾓﾐｼﾞｶﾞｻ
秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
秋田県 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ粉剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
秋田県 TPN水和剤 ﾖﾌﾞｽﾏｿｳ
秋田県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾖﾌﾞｽﾏｿｳ
秋田県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾜｻﾋﾞ
秋田県 PAP乳剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
秋田県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 茎ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 食用ｷﾞｸ
秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
秋田県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
秋田県 MEP乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 TPN水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
秋田県 DEP粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
秋田県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
山形県 DMTP水和剤 ｱｹﾋﾞ
山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｱｹﾋﾞ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｱｻﾂｷ
山形県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｱｻﾂｷ
山形県 MEP水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
山形県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｳﾄﾞ
山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｳﾙｲ
山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｳﾙｲ
山形県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 ｳﾙｲ
山形県 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ粒剤 ｳﾙｲ
山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｳﾙｲ
山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｳﾙｲ
山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｵｸﾗ
山形県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｵｸﾗ
山形県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粒剤 ｶﾌﾞ
山形県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
山形県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
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山形県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
山形県 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ｶﾘﾝ
山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ｶﾘﾝ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｶﾘﾝ
山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ
山形県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｸﾚｿﾝ
山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｺｺﾞﾐ
山形県 ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
山形県 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｺﾞﾏ
山形県 PAP粉剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
山形県 DDVPくん煙剤 ｼｼﾄｳ
山形県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ｼｼﾄｳ
山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
山形県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｽｸﾞﾘ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ｽｸﾞﾘ
山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ｽｸﾞﾘ
山形県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｽﾓﾓ
山形県 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ水和剤 ｾﾘ
山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｾﾙﾘｰ
山形県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｾﾙﾘｰ
山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀｹﾉｺ
山形県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾀﾗﾉｷ
山形県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀﾗﾉｷ
山形県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
山形県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
山形県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾆﾗ
山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山形県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾌｷﾉﾄｳ
山形県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山形県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山形県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
山形県 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾏﾙﾒﾛ
山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 ﾏﾙﾒﾛ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
山形県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
山形県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ･ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ･ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 ﾙﾌｪﾇﾛﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
山形県 DEP乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾐｮｳｶﾞ
山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
山形県 有機銅水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
山形県 DDVP乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ乳剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 PAP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
山形県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾔｰｺﾝ
山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾔｰｺﾝ
山形県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾔｰｺﾝ
山形県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾕｷﾅ
山形県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ
山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ
山形県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ﾜﾗﾋﾞ
山形県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 食用ｷﾞｸ
山形県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 食用ｷﾞｸ
山形県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
山形県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
山形県 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ水和剤 食用ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ
山形県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾒｿﾐﾙ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ乳剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
山形県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
福島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
福島県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
福島県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｳﾄﾞ
福島県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
福島県 DEP粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福島県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
福島県 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ水溶剤 ｽﾓﾓ
福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｾﾘ
福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
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福島県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
福島県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
福島県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
福島県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
福島県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾗﾉｷ
福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
福島県 TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
福島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
福島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾂﾙﾑﾗｻｷ
福島県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾆﾗ
福島県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
福島県 DDVP乳剤 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ
福島県 DEP乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
福島県 DEP粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
福島県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
福島県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
福島県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
福島県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
福島県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
福島県 TPN水和剤 畑ﾜｻﾋﾞ
福島県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
福島県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
福島県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 畑ﾜｻﾋﾞ
福島県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
福島県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
福島県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 薬用ﾆﾝｼﾞﾝ
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