
（東　海）
都道府県名 使用する農薬 使用する農作物名等の名称
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｱﾏﾗﾝｻｽ(葉)
岐阜県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ水和剤 ｲﾁｺﾞ
岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
岐阜県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
岐阜県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｳﾄﾞ
岐阜県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｳﾄﾞ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｳﾄﾞ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｵｶﾋｼﾞｷ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｶｲﾗﾝ
岐阜県 ｵｷｿﾘﾆｯｸ酸水和剤 ｶｷﾁｼｬ
岐阜県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
岐阜県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｶﾌﾞ
岐阜県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ｶﾌﾞ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｶﾌﾞ
岐阜県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ｷｭｳﾘ
岐阜県 DDVP乳剤 ｷﾞﾝﾅﾝ
岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾞｷﾞｮｳ
岐阜県 CYAP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 DEP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
岐阜県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
岐阜県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
岐阜県 MEP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(実)
岐阜県 DDVP乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
岐阜県 ﾘﾆｭﾛﾝ水和剤 ｼｿ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼﾅｶﾝｿﾞｳ
岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
岐阜県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 ｾﾘ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
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岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
岐阜県 TPN水和剤 ﾀﾗﾉｷ
岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾀﾗﾉｷ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾁｮﾛｷﾞ
岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ･ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ乳剤 ﾁｮﾛｷﾞ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾃｺﾞﾛ菜
岐阜県 DEP粒剤 ﾄﾏﾄ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾅｽﾞﾅ
岐阜県 ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ･ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
岐阜県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾈｷﾞ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾈｷﾞ
岐阜県 CYAP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 DMTP水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 TPN水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ｱｾｷﾉｼﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 水和硫黄剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾊｺﾍﾞ
岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊｺﾍﾞ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
岐阜県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾊｯｶ
岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｷ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
岐阜県 ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ粒剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾎｳﾚﾝｿｳ
岐阜県 ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ水和剤 ﾎﾄｹﾉｻﾞ(ｺｵﾆﾀﾋﾞﾗｺ)
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岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾏｸﾜｳﾘ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾏｸﾜｳﾘ
岐阜県 CYAP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐｮｳｶﾞ
岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐｮｳｶﾞ
岐阜県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ水溶剤 ﾐｮｳｶﾞ
岐阜県 TPN水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾑｶｺﾞ(ﾔﾏﾉｲﾓ)
岐阜県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
岐阜県 DDVP乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 DEP粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｶｰﾊﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ塩液剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
岐阜県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
岐阜県 DDVP乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 DMTP水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
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岐阜県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ・DDVPくん煙剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
岐阜県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
岐阜県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
岐阜県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝﾃｰﾌﾟ 実ｴﾝﾄﾞｳ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾃﾌﾟﾗﾛｷｼｼﾞﾑ乳剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾄﾘｱｼﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
岐阜県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ｿﾗﾏﾒ
愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｼﾀﾊﾞ
愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｱｼﾀﾊﾞ
愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｲﾁｺﾞ
愛知県 金属銀剤 ｲﾁｺﾞ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｳｲｷｮｳ
愛知県 D-D剤 ｴｺﾞﾏ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｴｺﾞﾏ
愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｴｺﾞﾏ
愛知県 銅水和剤 ｴｺﾞﾏ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｵｸﾗ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｵﾚｶﾞﾉ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｵﾚｶﾞﾉ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｵﾚｶﾞﾉ
愛知県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
愛知県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｶﾎﾞﾁｬ
愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
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愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｷｸ（葉）
愛知県 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ水和剤 ｷｸ（葉）
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｷｸ（葉）
愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｷｭｳﾘ(葉)
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｷｭｳﾘ(葉)
愛知県 TPN水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ｱｼｭﾗﾑ液剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｸﾚｿﾝ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｺﾞﾎﾞｳ
愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｺﾞﾎﾞｳ
愛知県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
愛知県 銅水和剤 ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ
愛知県 TPN水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
愛知県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ｻﾄｲﾓ(葉柄)
愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ
愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｻﾔｴﾝﾄﾞｳ
愛知県 DDVP乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 D-D剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｻﾝｼｮｳ(葉)
愛知県 TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ｼｿ
愛知県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ水和剤 ｼｿ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ
愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｿ

5 / 13 ページ



（東　海）
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

愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ水和剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ液剤 ｼｿ(穂ｼｿ)
愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
愛知県 有機銅水和剤 ｼﾛｳﾘ
愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｽｲｶ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｽﾞｲｷ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
愛知県 有機銅水和剤 ｽｲｽﾁｬｰﾄﾞ
愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ｽﾃﾑﾚﾀｽ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ｾｰｼﾞ
愛知県 DDVP乳剤 ｾﾘ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｾﾘ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾﾘ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ｾﾘ
愛知県 D-D剤 ｾﾙﾘｰ
愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 ｾﾙﾘｰ
愛知県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 ｾﾙﾘｰ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｿﾚﾙ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ｿﾚﾙ
愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｿﾚﾙ
愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾀﾞｲｺﾝ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾀﾞｲｺﾝ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀｲﾑ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾀｲﾑ
愛知県 TPN水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾋﾞｱﾗﾎｽ液剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
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愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾀﾞﾂｲﾓ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀﾃﾞ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾀﾗｺﾞﾝ
愛知県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
愛知県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
愛知県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾂﾙﾅ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾃﾞｨﾙ
愛知県 銅水和剤 ﾃﾞｨﾙ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ
愛知県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾄｳｶﾞﾝ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾄｳｶﾞﾝ
愛知県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾄﾏﾄ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾄﾏﾄ
愛知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾄﾏﾄ
愛知県 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ液剤 ﾅｽ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾅﾊﾞﾅ
愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ類
愛知県 ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ水和剤 ﾆｶﾞｳﾘ
愛知県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ﾆﾝｼﾞﾝ
愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
愛知県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
愛知県 ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ水和剤 ﾈｸﾀﾘﾝ
愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾊｸｻｲ
愛知県 ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ﾊﾞｼﾞﾙ
愛知県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾊﾟｾﾘ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾊｯｶ
愛知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾊﾂｶﾀﾞｲｺﾝ
愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
愛知県 TPN水和剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾊﾏﾎﾞｳﾌｳ
愛知県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌｷ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾌｷ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ﾌｷ
愛知県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ﾌｷ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 ﾌｷ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾌｼﾞﾏﾒ
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愛知県 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ液剤 ﾌﾞﾄﾞｳ(巨峰)
愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ粉末 ﾌﾞﾄﾞｳ(大粒種)
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾏｰｼｭ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾏｰｼｭ
愛知県 銅水和剤 ﾏｰｼｭ
愛知県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾏﾝｺﾞｰ
愛知県 ﾌｪﾆｿﾌﾞﾛﾓﾚｰﾄ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
愛知県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 ﾏﾝｺﾞｰ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐｽﾞﾅ
愛知県 DDVP乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾐﾂﾊﾞ
愛知県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

愛知県
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

愛知県 ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞMP水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｷﾉｷｻﾘﾝ系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｼﾓｷｻﾆﾙ･ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙﾍﾟｰｽﾄ剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 ﾌｪﾅﾘﾓﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 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
愛知県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水溶剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
愛知県 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
愛知県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
愛知県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾐﾌﾞﾅ
愛知県 ｼﾛﾏｼﾞﾝ液剤 ﾒﾛﾝ
愛知県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
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愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
愛知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
愛知県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
愛知県 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ粉剤 ﾔﾏｺﾞﾎﾞｳ
愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾕｷﾉｼﾀ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾙｯｺﾗ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ
愛知県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩液剤 ﾚﾝｺﾝ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
愛知県 ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ･D-D油剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 花丸ｷｭｳﾘ
愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｴｷｻﾞｶﾑ
愛知県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 食用ｷﾞｸ
愛知県 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤 食用ｷﾞｸ
愛知県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 食用ｷﾞｸ
愛知県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 食用ｷﾞｸ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｺｽﾓｽ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｼﾈﾗﾘｱ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ｽﾄｯｸ
愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用ｾﾝﾆﾁｺｳ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾅﾃﾞｼｺ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾊﾟﾝｼﾞｰ
愛知県 ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
愛知県 有機銅水和剤 食用ﾎｳｽﾞｷ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 食用ﾐﾆﾊﾞﾗ
愛知県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 食用金魚草
愛知県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 食用金魚草
愛知県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 食用月桂樹
愛知県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
愛知県 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩水和剤 非結球ﾚﾀｽ
愛知県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
愛知県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 非結球ﾚﾀｽ
愛知県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｻｻｹﾞ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
愛知県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
愛知県 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ水和剤 未成熟ｻｻｹﾞ
愛知県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 未成熟ﾌｼﾞﾏﾒ
愛知県 TPN水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
愛知県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 葉ｼｮｳｶﾞ
愛知県 ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ水和剤 葉ｼｮｳｶﾞ
愛知県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ液剤 葉ｼｮｳｶﾞ
愛知県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 葉ﾜｻﾋﾞ
愛知県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 葉ﾜｻﾋﾞ
愛知県 ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ水溶剤 葉ﾜｻﾋﾞ
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三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
三重県 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ粉粒剤 ｱｻﾏ小菜
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｱｻﾏ小菜
三重県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ｱｻﾏ小菜
三重県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｱｼﾀﾊﾞ
三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ｱｼﾀﾊﾞ
三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ｱﾃﾓﾔ
三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｱﾜ
三重県 DMTP乳剤 ｲﾁｼﾞｸ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｲﾁｼﾞｸ
三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ｵｰﾀﾑﾎﾟｴﾑ
三重県 TPN水和剤 ｶｷﾁｼｬ
三重県 TPN水和剤 ｶﾌﾞ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾌﾞ
三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ｶﾌﾞ
三重県 ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 ｶﾌﾞ
三重県 ｾﾄｷｼｼﾞﾑ乳剤 ｶﾌﾞ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾌﾞ
三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
三重県 ﾎｾﾁﾙ水和剤 ｶﾌﾞ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 有機銅水和剤 ｶﾘﾌﾗﾜｰ
三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 ｷﾋﾞ
三重県 DDVP乳剤 ｺﾏﾂﾅ
三重県 TPN水和剤 ｺﾏﾂﾅ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｺﾏﾂﾅ
三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｺﾏﾂﾅ
三重県 TPN水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ｻﾝﾄｳｻｲ
三重県 ﾒﾀﾗｷｼﾙ粒剤 ｼｿ
三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
三重県 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ水和剤 ｼｭﾝｷﾞｸ
三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ｼｮｳｶﾞ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ｾｰｼﾞ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾀﾞｲｺﾝ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾀｲﾑ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾀｲﾑ
三重県 TPN水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
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三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾁｬｰﾋﾞﾙ
三重県 TPN水和剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
三重県 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ粉粒剤 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ
三重県 TPN水和剤 ﾃﾞｨﾙ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾃﾞｨﾙ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾃﾞｨﾙ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾃﾞｨﾙ
三重県 DDVPくん煙剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 ﾄｳｶﾞﾗｼ類
三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ粒剤 ﾄｳｶﾞﾝ
三重県 DDVP乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ･ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ粒剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ﾒｿﾐﾙ水和剤 ﾅﾊﾞﾅ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾆﾗ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾆﾗ
三重県 TPN水和剤 ﾊﾟｾﾘ
三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾊﾟｾﾘ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾊﾟｾﾘ
三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾊｯｶ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾊｯｶ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾊｯｶ
三重県 ﾏﾗｿﾝ乳剤 ﾊｯｶ
三重県 ｱﾗｸﾛｰﾙ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
三重県 TPN水和剤 ﾏｰｼｭ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾏｰｼｭ
三重県 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ乳剤 ﾏｰｼｭ
三重県 ﾍﾞﾝﾁｵｶｰﾌﾞ乳剤 ﾏｺﾓﾀｹ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐｽﾞﾅ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐｽﾞﾅ
三重県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ

三重県
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

三重県 ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ粒剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･TPN水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｸﾛｷｼﾎﾅｯｸ液剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｹﾙｾﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｼﾞﾁｱﾉﾝ･銅水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ｽﾙﾌｪﾝ酸系水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
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三重県 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
三重県 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾍﾞﾉﾐﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ乳剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ･ﾒﾀﾗｷｼﾙ水和剤 ﾐﾆﾄﾏﾄ
三重県 TPN水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ乳剤 ﾐﾌﾞﾅ
三重県 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
三重県 ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ水和剤 ﾐﾌﾞﾅ
三重県 DDVP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 DEP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 PAP乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 TPN水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ｷｬﾌﾟﾀﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｱﾝﾓﾆｳﾑ塩液剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ﾌﾙｽﾙﾌｧﾐﾄﾞ粉剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ水和剤 ﾓﾛﾍｲﾔ
三重県 DCIP粒剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
三重県 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ水和剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
三重県 ﾊﾞﾘﾀﾞﾏｲｼﾝ粉剤 ﾔﾏﾉｲﾓ
三重県 TPN水和剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ水和剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ水溶剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ乳剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ粒剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾙｯｺﾗ
三重県 TPN水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
三重県 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
三重県 ｴﾏﾒｸﾁﾝ安息香酸塩乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ水和剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
三重県 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ乳剤 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ
三重県 ﾄﾘﾎﾘﾝ乳剤 実ｴﾝﾄﾞｳ
三重県 ｶﾙﾀｯﾌﾟ粒剤 食用ｿﾙｶﾞﾑ
三重県 TPN水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
三重県 ｱｾﾌｪｰﾄ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
三重県 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ液剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 非結球ﾒｷｬﾍﾞﾂ
三重県 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
三重県 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
三重県 ｶｽｶﾞﾏｲｼﾝ･銅水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
三重県 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
三重県 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ水和剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
三重県 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ乳剤 伏見甘長ﾄｳｶﾞﾗｼ
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三重県 ｲｿｷｻﾁｵﾝ粉剤 未成熟ｻｻｹﾞ
三重県 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ粒剤 未成熟ｻｻｹﾞ
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