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（注）１．化学名はＩＵＰＡＣ方式に準じて記載した。 

    なお、「ate」の字訳は、「（ア）ート」と読むことになっているが、 

    慣用となっている場合には「（エ）ート」と字訳した。 

 ２．整理番号の欠番は、一部改正により削除した項目である。 

 ３．内容の照会は、農林水産省農産安全管理課農薬対策室 

   （０３－３５０１－３９６５（ダイヤルイン））に願います。 
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