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・ペントキサゾン試験法 （農産物）
・ベンフレセート試験法 （農産物）
・ボスカリド試験法（農産物）
・ボスカリド試験法（畜産物）
・ホセチル試験法 （農産物）
・マレイン酸ヒドラジド試験法（農産物）
・マンジプロパミド試験法（農産物）
・ミクロブタニル試験法 （農産物）
・ミルベメクチン及びレピメクチン試験法 （農産物）
・ミロサマイシン試験法（畜水産物）
・メタアルデヒド試験法（農産物）
・メタベンズチアズロン試験法 （農産物）
・メタミトロン試験法（農産物）
・メチオカルブ試験法 （農産物）
・メトコナゾール試験法（農産物）
・メトプレン試験法（農産物）
・メトリブジン試験法 （農産物）
・メパニピリム試験法 （農産物）
・モリネート試験法 （農産物）
・ヨウ化メチル試験法（農産物）
・ラクトパミン試験法 （畜水産物）
・ラフォキサニド試験法 （畜水産物）
・リン化水素試験法（農産物）
・レバミゾール試験法（畜水産物）

（参考）食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告示第３７０号）に規定する試験
法
・２,４,５－Ｔ試験法
・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法
・カプタホール試験法
・カルバドックス試験法
・クマホス試験法
・クレンブテロール試験法
・クロラムフェニコール試験法
・クロルプロマジン試験法
・ジエチルスチルベストロール試験法
・ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法
・ダミノジッド試験法
・デキサメタゾン試験法
・トリアゾホス及びパラチオン試験法
・α－トレンボロン及びβ－トレンボロン試験法
・二臭化エチレン試験法
・ニトロフラゾン試験法
・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法
・プロファム試験法
・マラカイトグリーン試験法

