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肥料取扱実績報告の記入上の注意事項 
 肥料取扱実績報告における肥料の種類区分 

区 分 種 類 名 主 な 銘 柄 名 

窒素質肥料 

（単肥） 

硫安 硫安 

塩安 塩安 

硝安 硝安 

尿素 国産尿素、輸入尿素 

石灰窒素 石灰窒素、ペルカ 

被覆窒素肥料 エルピー単体 

その他 パワーチッソ、カルダッチ、ノルチッソ、カルパック、

スミカホルム、硝酸アンモニアソーダ、硝酸アンモニア

石灰硝酸ソーダ、硝酸石灰、腐植産アンモニア、アセド

アルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、

硝酸グアニル尿素、オキサミド、硝酸苦土、ホルムアル

デヒド加工尿素副産窒素、液体副産尿素、液状窒素、混

合窒素 

燐酸質肥料 

（単肥） 

過燐酸石灰(過石) 過燐酸石灰 

重過燐酸石灰(重過石) 重過燐酸石灰 

熔成燐肥(熔燐) 熔燐、ＢＭ熔燐 

加工燐酸(苦土過燐酸・第１

種混合燐肥) 

 

 重焼燐 重焼りん、苦土重焼りん、ＢＭ重焼りん 

ダブリン ダブリン特１７号、ダブリン２０５号 

苦土重過石 苦土重過石 

その他 高度ふくりん、ネオふくりん、リンマグ、ネオ高度苦土

りん３５、マグホス、ハイマグホス、苦土りん肥、ＭＧ

りんぴ、天狗りんぴ、アップリンサン、サンヨーリン、

中日本ヨーリン 354､ハイリンピ、トップリンピ、ミノア

ップホス、たばこ硝酸、つぶりん２０、ＵＰリンサン、

スミホス、マジカルりん酸 

混合燐肥(第２種混合燐肥) みずほ、みずほグリーン、中日本熔過燐 354、熔燐・珪

カル混合 13・14 号、ＢＭ熔燐・珪カル混合 13号、苦土

重焼燐・珪カル混合 14・16 号、園芸用ＯＭ-28､ミネリ

ン 12 号、ＢＭみねりん 12 号 

その他 腐植燐、骨マグ、骨燐、ニューハイリンピ、焼成燐肥、

副産燐酸、腐植酸燐酸 

加里質肥料 

（単肥） 

硫酸加里 硫酸加里 

塩化加里 塩化加里 

珪酸加里 珪酸加里 

被覆加里肥料  

その他 シリボエース、グリーンカリ、エスアイ加里、スーパー

加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里、粗製加

里、加工苦汁加里、液体珪酸加里、副産加里、混合加里 

【別紙２】 
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区 分 種 類 名 主 な 銘 柄 名 

複合肥料 低度化成(N,P2O5,K2O の成分

の合計が 30％未満) 

 

 固形肥料(成形複合肥料) だんご大～小豆大に造粒、成形したもの、桑用 

吸着肥料(吸着複合肥料) アミノエキス、ベストアミノ 

有機入り低度化成 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入りと表示さ

れている低度化成 

その他の低度化成  

高度化成(N,P2O5,K2O の成分

の合計が 30％以上) 

ＰＫ化成を含む 

 有機入り高度化成 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入りと表示さ

れている高度化成 

有機入り高度化成  

低度配合(N,P2O5,K2O の成分

の合計が 30％未満) 

被覆複合肥料を除く 

 ＢＢ低度配合 粒状肥料を配合した低度配合 

有機入りＢＢ低度配合 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入りと表示さ

れているＢＢ低度配合 

有機入り低度配合 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入り 

と表示されている低度配合 

その他の低度配合  

高度配合(N,P2O5,K2O の成分

の合計が 30％以上) 

被覆複合肥料を除く 

 ＢＢ高度配合 粒状肥料を配合した高度配合 

有機入りＢＢ高度配合 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入り 

と表示されているＢＢ高度配合 

有機入り高度配合 肥料名称（マスコット名ではない）に有機入り 

と表示されている高度配合 

ＮＫ配合  

その他の高度配合  

ＮＫ化成 燐酸成分が２％以下のものを含む 

被覆複合肥料 ロング、エルピー、ショーコート、セラコート、ＮＫロ

ング 

液状複合肥料 スイヒゲン、液肥２号 

 ペースト ペースト１号、ペースト２号 

その他の 

普通肥料 

苦土肥料  

 腐植酸苦土肥料 アヅミン 

その他 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、加工苦土肥料、リグニン苦土

肥料、副産苦土肥料、混合苦土肥料、サンメイト、マグ

ヒーロー、クドミネラル 
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区 分 種 類 名 主 な 銘 柄 名 

その他の 

普通肥料 

（続き） 

マンガン肥料  

 加工マンガン肥料 みつかね 

その他 硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、鉱さいマンガン

肥料、液体副産マンガン肥料、混合マンガン肥料 

ほう素肥料 ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔成ほう素肥料 

微量要素複合肥料 熔成微量要素複合肥料、液体微量要素複合肥料、混合微

量要素肥料、ネオグリーン、ハイグリーン 

有機質肥料 魚かす粉末  

 魚かす粉末  

干魚肥料粉末  

魚節煮かす  

甲殻類質肥料粉末 カニゴールド 

蒸製魚鱗及びその粉末  

骨粉  

 肉骨粉  

蒸製てい角粉  

蒸製てい角骨粉  

生骨粉  

蒸製骨粉  

植物油かす  

 なたねかす粉末  

大豆油かす粉末  

その他 わたみ油かす、落花生油かす、あまに油かす、ごま油か

す、ひまし油かす、米ぬか油かす、その他の草本性植物

油かす、カボック油かす、とうもろこしはい芽油かす、

たばこくず肥料粉末、甘草かす、豆腐かす乾燥肥料、え

んじゅ粉末、ネオサンリッチ 

加工家きんふん肥料 加工家きんふんペレット 

混合有機質肥料 混合有機質肥料 

その他 乾血粉末、肉かす粉末、蒸製毛粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹

粉末、蚕蛹油かす、絹紡蚕蛹くず、魚廃物加工肥料、乾

燥菌体肥料、副産動物質肥料、副産植物質肥料、窒素質

グアノ 

石灰質肥料 生石灰 生石灰、チャンピオン 

消石灰 消石灰、カールリッチ 

 苦土消石灰 焼成苦土石灰含む。こがね苦土、ゴールデンマグ 

炭酸カルシウム 炭酸カルシウム 

 苦土炭カル 苦土炭カル、マイルドマグ、マグ１００ 

珪酸質肥料 珪カル（鉱さい珪酸質肥料）、珪灰石肥料 

ニューシリカ、イネニカ、エスカリウ、 

ケイサンエース 
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区 分 種 類 名 主 な 銘 柄 名 

石灰質肥料 

（続き） 

副産石灰肥料 てんろ副産石灰、ミネラルパック、オースター 

混合石灰肥料 混合石灰、土壌改良混合石灰、ほう素入り消石灰、かき

がら副産石灰、うらべ４８ 

その他 貝化石肥料、キングシェル 

汚泥関係 

普通肥料 

汚泥肥料  

 下水汚泥肥料  

し尿汚泥肥料  

工業汚泥肥料  

混合汚泥肥料  

焼成汚泥肥料  

汚泥発酵肥料  

水産副産物発酵肥料  

硫黄及びその化合物 ｐＨミックス、ペーハー 

特殊肥料 微粉炭燃焼灰 グリーンアッシュ、ニューアッシュ、ひかりアッシュ 

鶏ふん 地力 

堆肥  

 樹皮堆肥 バーコン、北斗星、パワーエース、バークイーン、 

コーリンバーク 

家畜ふん堆肥 スミタバーク、グリーンアース 

鶏ふん堆肥 スミタ有機、白鳥１号 

その他の堆肥 地力増進用堆肥、ベストフィールド、パフミン 

その他の有機質系 鶏ふん燃焼灰、グリーンパワー、ペレットけいふん、豚

ふん、乾燥鶏ふん、オヤマヒリョウ、魚かす、かにがら、

蒸製骨、炭太郎、ニコチン肥料 

その他の無機質系 粗砕石灰石、粗砕タンカル、スーパーシェルカン、ダイ

ユーキカル、ミネキング、貝化石ネオアップ、ハイスタ

ーＦ、トヨスターＦ、ミネグリーン、トヨクイーン、ニ

ュー鉄、サンライズＦ、スイカル、カルボーン 
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区 分 種 類 名 主 な 銘 柄 名 

土壌改良資 

材（政令指 

定） 

泥炭 ピートモス 

パーライト  

バーミキュライト  

その他 ベントナイト、ゼオライト、木炭、腐植酸、ハイ木炭、

ハイゼオン 

その他の資 

材 

微生物系資材 バイオフミン、やまぶき、豊土サングリーン、新マスタ

ー、ＭＳＣ、ゴールデンＮＫ、ネマユーキ、ＶＳ３４ 

特殊鉱物 サングリーン、カルミタス、ジプライト、カルゲン、 

ネニサンソ２号 

その他 フミロン、ビオールライト、さなえさん、粒状タヌキグ

リーン３号、ミネライト、ケイテック、カルミン、エコ

ロフミン、シンマスター 

人工培土 人工培土  

 水稲用  

その他  

人工培地  

 


