
化学肥料購入支援金給付事業 対象銘柄一覧（一般販売店扱）※R4.11.18現在

№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
1 複合肥料 配合肥料 ＰＫ２９セットアップ配合 サンアグロ株式会社
2 窒素質肥料 被覆窒素肥料 ＳＣＵ（硫黄被覆尿素  Ｍ サンアグロ株式会社
3 複合肥料 化成肥料 たいせつ ６０４ サンアグロ株式会社
4 複合肥料 化成肥料 たいせつ ＮＳ００９ サンアグロ株式会社
5 複合肥料 化成肥料 ニトロ燐加 Ｖ２００号 サンアグロ株式会社
6 複合肥料 化成肥料 ニトロ燐加 Ｖ４０号 サンアグロ株式会社
7 複合肥料 配合肥料 ニューポーラス Ｓ０１０ サンアグロ株式会社
8 複合肥料 配合肥料 ニューポーラス Ｓ６２０ サンアグロ株式会社
9 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） バイオスター サンアグロ株式会社

10 副産肥料等 液体肥料（液体微量要素複合肥料） フェリスター サンアグロ株式会社
11 複合肥料 化成肥料 亜リン酸キング２７４ サンアグロ株式会社
12 複合肥料 化成肥料 苦土入り千代田 Ｇ３６１ サンアグロ株式会社
13 複合肥料 化成肥料 高度化成 ＮＳ０６７ サンアグロ株式会社
14 複合肥料 化成肥料 高度化成 ＮＳ１８８ サンアグロ株式会社
15 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ａ３６１（側条用） サンアグロ株式会社
16 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ａ４７２ サンアグロ株式会社
17 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ａ５５０ サンアグロ株式会社
18 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ｆ４７２ サンアグロ株式会社
19 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ｇ５５０ サンアグロ株式会社
20 複合肥料 化成肥料 千代田化成 ＮＡ５５０ サンアグロ株式会社
21 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ｐ４７２ サンアグロ株式会社
22 複合肥料 化成肥料 千代田化成 Ｐ５５０ サンアグロ株式会社
23 複合肥料 化成肥料 千代田化成 エースＶ３６２ サンアグロ株式会社
24 複合肥料 配合肥料 千代乃硫 サンアグロ株式会社
25 複合肥料 化成肥料 日産マイルド Ｄｄ０２１ サンアグロ株式会社
26 複合肥料 化成肥料 北の大地  ６８５ サンアグロ株式会社
27 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） エリート１号 第一製網株式会社
28 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） エリート２号 第一製網株式会社
29 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンヘルプ 第一製網株式会社
30 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） フチングリーン 第一製網株式会社
31 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） フチンゴールド 第一製網株式会社
32 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） リーフフェラー 第一製網株式会社
33 複合肥料 化成肥料 千代田有機１号 株式会社五光
34 複合肥料 化成肥料 イーマイルド ＮＳ４８７ 新東化学工業株式会社
35 複合肥料 化成肥料 ニューベスト ２８０ 新東化学工業株式会社
36 複合肥料 化成肥料 ニューベスト ４５０ 新東化学工業株式会社
37 複合肥料 化成肥料 ニューベスト Ｖ５４０ 新東化学工業株式会社
38 複合肥料 化成肥料 高度化成 ８２０Ｃｕ 新東化学工業株式会社
39 複合肥料 化成肥料 高度化成 Ｓ６０７ 新東化学工業株式会社
40 複合肥料 化成肥料 高度化成 Ｓ９００ 新東化学工業株式会社
41 複合肥料 化成肥料 高度化成 Ｓ９５８ 新東化学工業株式会社
42 複合肥料 化成肥料 サンライト Ｓ０８０Ｃｕ 太陽肥料株式会社
43 複合肥料 化成肥料 サンライト Ｓ３０８ 太陽肥料株式会社
44 複合肥料 化成肥料 サンライト Ｓ８７８ 太陽肥料株式会社
45 複合肥料 化成肥料 路慢肥効 太陽肥料株式会社
46 複合肥料 化成肥料 グリーンソイル 朝日化工株式会社
47 りん酸質肥料 混合りん酸肥料 しん根さん 朝日化工株式会社
48 複合肥料 化成肥料 エコアニマック 日新化成工業株式会社
49 複合肥料 化成肥料 骨ロイド 日新化成工業株式会社
50 複合肥料 配合肥料 骨ロイド（粉） 日新化成工業株式会社
51 複合肥料 化成肥料 ベースアップＧ 三井物産アグロビジネス(株)
52 指定配合肥料 ビートＦ０８１有機配合 株式会社 扶相
53 指定配合肥料 ビートＦ９０１有機配合 株式会社 扶相
54 指定配合肥料 食用いもＦ８８０有機配合 株式会社 扶相
55 指定配合肥料 食用いもＦ６００有機配合 株式会社 扶相
56 指定配合肥料 馬鈴薯Ｆ０７０有機配合 株式会社 扶相
57 指定配合肥料 豆特１号Ｆ６００有機配合 株式会社 扶相
58 指定配合肥料 豆特３号Ｆ８８０有機配合 株式会社 扶相
59 指定配合肥料 人参大根ゴボウＦ２５０有機配合 株式会社 扶相
60 指定配合肥料 草地Ｆ３３１有機配合 株式会社 扶相
61 指定配合肥料 果菜１号Ｆ８８８有機配合 株式会社 扶相
62 指定配合肥料 長いもＦ８２７有機配合 株式会社 扶相
63 指定配合肥料 有機配合Ｆ３３０ 株式会社 扶相
64 複合肥料 配合肥料 ＺｎＣｕ有機入禾本科肥料０７０ 株式会社 扶相
65 加里質肥料 重炭酸加里 重炭酸加里 東亜合成(株)
66 副産肥料等 ビーナス加里1号 草木灰加里３４ 株式会社 扶相
67 指定配合肥料 チッソ質混合肥料1号 サンチッソ 株式会社 扶相
68 指定混合肥料 育苗肥料 育苗肥料１号 株式会社 扶相
69 指定配合肥料 有機入り混合肥料17号 フィッシュ混合有機 株式会社 扶相
70 複合肥料 配合肥料 ＺｎＣｕ有機入配合肥料８０９号 株式会社 扶相
71 複合肥料 配合肥料 ＺｎＣｕ入り配合肥料１２１号 株式会社 扶相
72 指定配合肥料 根菜葉菜専用肥料３号 株式会社 扶相
73 指定配合肥料 葉菜専用肥料１号 株式会社 扶相
74 複合肥料 化成肥料 苦土有機入り化成肥料特280号 プロベスト２８０ 大倉フーズ 株式会社
75 複合肥料 化成肥料 苦土有機入り化成826号 プロベスト８２６ 大倉フーズ 株式会社
76 複合肥料 化成肥料 苦土有機入り化成肥料Ｓ880号 プロベスト８８０ 大倉フーズ 株式会社
77 指定配合肥料 直播専用肥料１号１８９ 株式会社 扶相
78 指定配合肥料 直播専用肥料２号１８９ 株式会社 扶相
79 指定配合肥料 いも肥料７８５Ｃａ入り 株式会社 扶相

各販売店から提供いただいた資料に基づいて作成しています。
リストに記載されていない肥料については、購入先にご確認ください。



№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
80 指定配合肥料 いも肥料７００Ｃａ入り 株式会社 扶相
81 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合１号０６０ 株式会社 扶相
82 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合２号０６０ 株式会社 扶相
83 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合３号３６０追肥 株式会社 扶相
84 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合１３号３４９ 株式会社 扶相
85 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合２３号３６０ 株式会社 扶相
86 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合３２号５８７ 株式会社 扶相
87 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合４１号８８０ 株式会社 扶相
88 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合４２号６００ 株式会社 扶相
89 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合４４号６２６ 株式会社 扶相
90 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合４７号４７１ 株式会社 扶相
91 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合４８号８５６ 株式会社 扶相
92 指定配合肥料 瑞穂配合１号０８１ 株式会社 扶相
93 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合５９号４５９ 株式会社 扶相
94 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合６３号３４１ 株式会社 扶相
95 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合６６号４４１ 株式会社 扶相
96 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合７４号０６０ 株式会社 扶相
97 指定配合肥料 瑞穂有機入り配合７７号８５０ 株式会社 扶相
98 指定配合肥料 瑞穂配合肥料１３号５７４ 株式会社 扶相
99 指定配合肥料 瑞穂配合肥料１５号５４３ 株式会社 扶相

100 指定配合肥料 瑞穂配合肥料１６号５４３ 株式会社 扶相
101 指定配合肥料 有機入り玉葱肥料２号 株式会社 扶相
102 指定配合肥料 顆粒有機入混合肥料１号５８５ 株式会社 扶相
103 複合肥料 化成肥料 有機入りリンカル化成３１号 株式会社 扶相
104 指定配合肥料 顆粒有機入混合肥料３号８２９ 株式会社 扶相
105 指定配合肥料 顆粒有機入混合肥料１５号７５５ 株式会社 扶相
106 指定配合肥料 ナチュレフィット１号５８４ 株式会社 扶相
107 指定配合肥料 ナチュレフィット２号５６４ 株式会社 扶相
108 指定配合肥料 ナチュレフィット５号５５１ 株式会社 扶相
109 指定配合肥料 ナチュレフィット２１号６５４ 株式会社 扶相
110 指定配合肥料 小麦有機入複合肥料３号３６０ 株式会社 扶相
111 複合肥料 配合肥料 Ｚｎ．Ｃｕ入り小麦Ｍ８６９号 株式会社 扶相
112 指定配合肥料 小麦有機入複合肥料１０号８００ 株式会社 扶相
113 指定配合肥料 小麦有機入複合肥料１１号１２１ 株式会社 扶相
114 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合２号１８１ 株式会社 扶相
115 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合６号１１５ 株式会社 扶相
116 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合７号５７０ 株式会社 扶相
117 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合９号３８２ 株式会社 扶相
118 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入り複合１４号 株式会社 扶相
119 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合１８号３００ 株式会社 扶相
120 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合２１号２０９ 株式会社 扶相
121 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合３３号０５０ 株式会社 扶相
122 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合３５号０３０ 株式会社 扶相
123 指定配合肥料 ＰＫＭ有機入複合３８号８６８ 株式会社 扶相
124 複合肥料 配合肥料 ＺｎＣｕ有機入牧草肥料８６８号 株式会社 扶相
125 指定配合肥料 有機入り複合肥料１号１２１ 株式会社 扶相
126 指定配合肥料 有機入り複合肥料２号７００ 株式会社 扶相
127 指定配合肥料 有機入り複合肥料５号０９８ 株式会社 扶相
128 指定配合肥料 有機入り複合肥料６号０８０ 株式会社 扶相
129 指定配合肥料 有機入り複合肥料７号８８０ 株式会社 扶相
130 指定配合肥料 有機入り複合肥料９号８２７ 株式会社 扶相
131 指定配合肥料 有機入り複合肥料１０号６４６ 株式会社 扶相
132 指定配合肥料 有機入り複合肥料２３号６８０ 株式会社 扶相
133 指定配合肥料 有機入り複合肥料２５号０７９ 株式会社 扶相
134 指定配合肥料 有機入り複合肥料２６号１７９ 株式会社 扶相
135 指定配合肥料 有機入り複合肥料２７号８８７ 株式会社 扶相
136 指定配合肥料 有機入り複合肥料２９号７５０ 株式会社 扶相
137 指定配合肥料 有機入り複合肥料３０号７２８ 株式会社 扶相
138 指定配合肥料 有機入り複合肥料３１号６１０ 株式会社 扶相
139 指定配合肥料 有機入り複合肥料３２号２７０ 株式会社 扶相
140 指定配合肥料 有機入り複合肥料３５号０８８ 株式会社 扶相
141 指定配合肥料 高度複合肥料１４号５６０ 株式会社 扶相
142 指定配合肥料 高度複合肥料１５号５００ 株式会社 扶相
143 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料３号５５５ 株式会社 扶相
144 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料４号０４６ 株式会社 扶相
145 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料１３号３６３ 株式会社 扶相
146 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料１５号３８９ 株式会社 扶相
147 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料１９号３６０ 株式会社 扶相
148 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料２０号１２１ 株式会社 扶相
149 指定配合肥料 有機入り高度複合肥料２３号８０５ 株式会社 扶相
150 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合２号５００ 株式会社 扶相
151 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合４号７２６ 株式会社 扶相
152 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合１２号６６６ 株式会社 扶相
153 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合３２号７０５ 株式会社 扶相
154 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合１８号７１６ 株式会社 扶相
155 複合肥料 配合肥料 Ｃｕ有機入り小麦Ｍ８６９号 株式会社 扶相
156 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合４１号５８８ 株式会社 扶相
157 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合４２号８６９ 株式会社 扶相
158 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合６６号０３９ 株式会社 扶相
159 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合６７号８３０ 株式会社 扶相
160 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合５６号 株式会社 扶相
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161 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合６０号３７５ 株式会社 扶相
162 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合６５号 株式会社 扶相
163 指定配合肥料 ＦＫ有機入配合７９号０７２ 株式会社 扶相
164 指定配合肥料 有機入り混合肥料１号４４８ 株式会社 扶相
165 指定配合肥料 有機入り混合肥料２号８１８ 株式会社 扶相
166 指定配合肥料 有機入り混合肥料５号６７７ 株式会社 扶相
167 指定配合肥料 有機入り混合肥料１３号５５１ 株式会社 扶相
168 指定配合肥料 配合肥料１号 葉菜用 株式会社 扶相
169 指定配合肥料 配合肥料２号 果菜用 株式会社 扶相
170 指定配合肥料 配合肥料３号 株式会社 扶相
171 指定混合肥料 シンハッコウ酵素3号 新ハッコウ酵素 株式会社 扶相
172 指定混合肥料 フォーデーリィー１号 株式会社 扶相
173 指定混合肥料 シンハッコウ酵素2号 新ハッコウ酵素 粒状 株式会社 扶相
174 指定混合肥料 有機入りパイロット1号 パイロット有機 株式会社 扶相
175 指定混合肥料 有機入りシカトコン2号（細粒） シカトコン有機 細粒 株式会社 扶相
176 指定配合肥料 りん酸混合肥料 燐酸ぼかし 株式会社 扶相
177 指定配合肥料 ゴールデンＣＭＰ 株式会社 扶相
178 指定混合肥料 有機入りすこやか2号 すこやか有機 株式会社 扶相
179 複合肥料 配合肥料 アミノアルファ 株式会社 扶相
180 副産肥料等 アミノ菌体（粒） 株式会社 扶相
181 指定混合肥料 有機入りコラーゲン（粉） コラーゲン有機 粉状 株式会社 扶相
182 指定配合肥料 コラーゲン有機 粒状 株式会社 扶相
183 指定配合肥料 りん酸混合肥料１０号 株式会社 扶相
184 指定配合肥料 りん酸混合肥料1号 珪酸ぼかし１号 株式会社 扶相
185 指定配合肥料 りん酸混合肥料3号 珪酸ぼかし３号 株式会社 扶相
186 副産肥料等 液状肥料 エフゲン２３３ 株式会社 扶相
187 副産肥料等 液状肥料 有機入り液肥６６５(エフゲン６６５) 株式会社 扶相
188 副産肥料等 液状肥料 エフゲン０５８ 株式会社 扶相
189 指定配合肥料 りん酸混合肥料2号 珪酸ぼかし２号 株式会社 扶相
190 液状複合肥料 クロロゲン黄 玉名化学
191 複合肥料 化成肥料 コンプレックスＬ３６６ 明京商事
192 複合肥料 化成肥料 コンプレックスＮ５５５ 明京商事
193 指定配合肥料 サスティナＳ３６０ サンアグロ株式会社
194 指定配合肥料 サスティナＳ３７９ サンアグロ株式会社
195 複合肥料 化成肥料 マグアンプＫ（中粒） カネコ種苗㈱
196 複合肥料 化成肥料 みづほ特１５号 サンアグロ株式会社
197 複合肥料 化成肥料 みどり有機９４８（イノシン入り） 昭光通商アグリ㈱
198 複合肥料 丸菱高度化成S６２０ 高度化成S３８号 丸菱肥料株式会社
199 複合肥料 新東化成２６８ ニューめぐみ緑２６８ 新東化学工業株式会社
200 複合肥料 ホウ素マンガン苦土入り複合肥料１号 エキヒロン ミネヒロン株式会社
201 指定配合肥料 複合肥料V023号 デラックス０２３ 関東肥料工業株式会社
202 指定配合肥料 高度複合４８２号 デラックス４８２ 関東肥料工業株式会社
203 複合肥料 有機入り化成931号（北） スーパーユーキ931号 昭光通商アグリ㈱
204 複合肥料 高度複合462号 豊光化成462号 昭光通商アグリ㈱
205 複合肥料 光苦土ほう素有機入り化成081号 アミノウェーブ081号 昭光通商アグリ㈱
206 複合肥料 光苦土有機入り化成0264号 アミノウェーブ264号 昭光通商アグリ㈱
207 複合肥料 光苦土有機入り化成472号 アミノウェーブ472号 昭光通商アグリ㈱
208 複合肥料 光有機入り化成みどりS948号 みどり有機化成948号 昭光通商アグリ㈱
209 複合肥料 光苦土ほう素有機入り尿素複合154号 グリーンアミノ554号 昭光通商アグリ㈱
210 複合肥料 有機入り化成３０号 スーパーユーキ30号 昭光通商アグリ㈱
211 複合肥料 有機入り化成931号 スーパーユーキ931号 昭光通商アグリ㈱
212 複合肥料 光有機入り複合5-5-5 アミノユーキ555 昭光通商アグリ㈱
213 複合肥料 光苦土ほう素有機入り尿素複合N7号 アミノ肥料７号 昭光通商アグリ㈱
214 複合肥料 有機入り複合622号 ヒカリカリアン 昭光通商アグリ㈱
215 副産肥料等 液状肥料（液状複合肥料） 光液状複合肥料６４５号 プロ液肥645号 昭光通商アグリ㈱
216 複合肥料 みどり有機入り化成ニューBS081号（北） みどり有機化成BS081号 興国肥料(有)
217 複合肥料 苦土マンガンほう素入り化成肥料ＮＳ００８号 ﾌﾙﾗｲﾄＮＳ００８ 九鬼肥料工業㈱
218 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度化成アルタスＳ０１３号 ｱﾙﾀｽＳ０１３ 九鬼肥料工業㈱
219 複合肥料 苦土ほう素ﾏﾝｶﾞﾝ有機入り高度化成N０２０号 ｱﾙﾀｽＮ０２０ 九鬼肥料工業㈱
220 複合肥料 苦土ほう素有機入り化成肥料アミノマックスＳ０８０号 ｱﾐﾉﾏｯｸｽＳ０８０ 九鬼肥料工業㈱
221 複合肥料 苦土有機入り高度化成アミノマックス０８２号 ｱﾐﾉﾏｯｸｽ０８２ 九鬼肥料工業㈱
222 複合肥料 苦土入り化成肥料フルライトＳ０８５号 ﾌﾙﾗｲﾄＳ０８５ 九鬼肥料工業㈱
223 複合肥料 三光苦土有機入り化成アルタス１８２号 ｱﾙﾀｽ１８２ 九鬼肥料工業㈱
224 複合肥料 有機入り高度化成肥料アルタス３６１号 ｱﾙﾀｽ３６１ 九鬼肥料工業㈱
225 複合肥料 苦土入り高度化成肥料Ｓ３８０号 フルライトＳ380 九鬼肥料工業㈱
226 複合肥料 苦土入り高度化成肥料フルライト４０３号 ﾌﾙﾗｲﾄ４０３ 九鬼肥料工業㈱
227 複合肥料 高度化成肥料特４０８号 側条用４０８ 九鬼肥料工業㈱
228 複合肥料 高度化成肥料特４４０号 側条用440 九鬼肥料工業㈱
229 複合肥料 高度化成肥料フルライト特４４４号(側条用） ﾌﾙﾗｲﾄ側条用特４４４ 九鬼肥料工業㈱
230 複合肥料 燐加安高度化成Ｆ４４４号 高度化成Ｆ４４４ 九鬼肥料工業㈱
231 複合肥料 苦土入り高度化成肥料４６1号 ﾌﾙﾗｲﾄ４６１ 九鬼肥料工業㈱
232 複合肥料 高度化成肥料４６３号 高度化成４６３ 九鬼肥料工業㈱
233 複合肥料 苦土入り高度化成肥料４７２号 フルライト４７２ 九鬼肥料工業㈱
234 複合肥料 高度化成肥料フルライト４８１号 ﾌﾙﾗｲﾄ４８1 九鬼肥料工業㈱
235 複合肥料 高度化成肥料４８２号 ﾌﾙﾗｲﾄ482 九鬼肥料工業㈱
236 複合肥料 高度化成肥料フルライト４８４号 ﾌﾙﾗｲﾄ４８４ 九鬼肥料工業㈱
237 複合肥料 尿素有機入り高度化成５７１号 ｱﾙﾀｽ５７１ 九鬼肥料工業㈱
238 複合肥料 高度化成肥料フルライト６１１号(側条用） ﾌﾙﾗｲﾄ側条用６１１ 九鬼肥料工業㈱
239 複合肥料 尿素苦土有機入り高度化成肥料Ｓ６４６号 ｱﾙﾀｽＳ６４６ 九鬼肥料工業㈱
240 複合肥料 苦土入り高度化成肥料６８２号 フルライト６８２ 九鬼肥料工業㈱
241 複合肥料 高度化成肥料フルライト７１５号 側条用７１５ 九鬼肥料工業㈱
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242 複合肥料 苦土有機入り高度化成Ｎ８０２号 ｱﾙﾀｽＮ８０２ 九鬼肥料工業㈱
243 複合肥料 尿素有機入り複合肥料８４３号 ﾌﾙﾗｲﾄ８４３ 九鬼肥料工業㈱
244 複合肥料 有機入り化成８９８号 富士化成８９８ 九鬼肥料工業㈱
245 複合肥料 ウレアホルム窒素有機入り化成肥料１００号 ネオマックス３Ｌ（細粒） 九鬼肥料工業㈱
246 複合肥料 苦土入り高度化成肥料Ｆ０８２号 富士化成F０８２ 九鬼肥料工業㈱
247 複合肥料 苦土ほう素入り高度化成肥料ＮＳ１４２号 高度化成ＮＳ１４２ 九鬼肥料工業㈱
248 複合肥料 苦土入り高度化成肥料Ｆ３３０号 化成F３３０ 九鬼肥料工業㈱
249 複合肥料 燐加安４８８号 化成配合Ｆ４８８ 九鬼肥料工業㈱
250 複合肥料 高度化成肥料ハイマックス特４４４号(側条用） フルライト側条用特４４４ 九鬼肥料工業㈱
251 複合肥料 化成肥料特８５５号(側条用） 側条施肥用特８５５ 九鬼肥料工業㈱
252 複合肥料 ウレアホルム窒素有機入り化成肥料Ｆ１００号 ネオマックス３Ｌ 九鬼肥料工業㈱
253 複合肥料 苦土入り高度化成富士エースＳ６０４号 富士ｴｰｽＳ６０４ 九鬼肥料工業㈱
254 複合肥料 苦土ﾏﾝｶﾞﾝほう素有機入り高度化成肥料富士Ｓ０２０号 富士Ｓ０２０ 九鬼肥料工業㈱
255 複合肥料 苦土マンガンほう素有機入り高度化成Ｓ８７８号 アミノ入りＳ８７８ 九鬼肥料工業㈱
256 複合肥料 有機入り配合肥料もえぎ８号 もえぎ8号 九鬼肥料工業㈱
257 複合肥料 苦土有機入り配合肥料もえぎ１０号 もえぎ１０号 九鬼肥料工業㈱
258 複合肥料 有機入り配合肥料もえぎ２０号 もえぎ２０号 九鬼肥料工業㈱
259 複合肥料 苦土入り高度複合肥料フルアップＮＳ００３号 フルアップＮＳ００３ 九鬼肥料工業㈱
260 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＭＳ００３ＵＦ号 フルアップＭＳ００３ＵＦ 九鬼肥料工業㈱
261 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ００５－８号 フルアップＮＳ００５-８ 九鬼肥料工業㈱
262 複合肥料 苦土入り高度複合００５－２号 フルアップ００５ 九鬼肥料工業㈱
263 複合肥料 苦土入り高度複合ＭＳ００６Ｋ号 フルアップＭＳ００６Ｋ 九鬼肥料工業㈱
264 複合肥料 苦土入り高度複合肥料００７－４号 フルアップ００７ 九鬼肥料工業㈱
265 複合肥料 追肥１６号 ケイ酸入追肥１６号 九鬼肥料工業㈱
266 複合肥料 追肥２０号 ケイ酸入追肥２０号 九鬼肥料工業㈱
267 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ２０号 フルアップＮＫ２０１０ 九鬼肥料工業㈱
268 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０２０－４号 フルアップ０２０（４） 九鬼肥料工業㈱
269 複合肥料 苦土ほう素入り追肥ＮＦ２１号 ケイ酸入追肥２１号 九鬼肥料工業㈱
270 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳＭ０２１－６号 フルアップＮＳＭ０２１ 九鬼肥料工業㈱
271 複合肥料 苦土ほう素マンガン入り高度複合肥料Ｎ０２２号 フルアップＮ０２２ 九鬼肥料工業㈱
272 複合肥料 追肥ＵＦ２４Ｌ号 ケイ酸入追肥ＵＦ２４Ｌ 九鬼肥料工業㈱
273 複合肥料 苦土入り複合肥料０２５－５号 フルアップ０２５Ｋ 九鬼肥料工業㈱
274 複合肥料 追肥２５号 ケイ酸入追肥２５号 九鬼肥料工業㈱
275 複合肥料 追肥Ｎ２５号 フルアップ追肥Ｎ２５号 九鬼肥料工業㈱
276 複合肥料 苦土有機入り高度複合グリーンミックス０２８－３号 グリーンミックス０２８ 九鬼肥料工業㈱
277 複合肥料 苦土有機入り高度複合グリーンミックス新０２８号 グリーンミックス新０２８ 九鬼肥料工業㈱
278 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０３３号 フルアップ０３３ 九鬼肥料工業㈱
279 複合肥料 フルアップ追肥３３号 フルアップ追肥３３号 九鬼肥料工業㈱
280 複合肥料 追肥Ｎ３５号 フルアップ追肥Ｎ３５号 九鬼肥料工業㈱
281 複合肥料 追肥Ｎ３６号 フルアップ追肥Ｎ３６号 九鬼肥料工業㈱
282 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ０３９－３号 フルアップＮＳ０３９ 九鬼肥料工業㈱
283 複合肥料 苦土入り高度複合０５０号 フルアップ０５０ 九鬼肥料工業㈱
284 複合肥料 腐植酸苦土入り高度複合肥料Ｃａ０５０－３号 フルアップ０５０Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
285 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５０号 フルアップ０５０（Ｋ２０） 九鬼肥料工業㈱
286 複合肥料 有機入り高度複合肥料０５１号 有機米０５１ 九鬼肥料工業㈱
287 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＳＭ０５１－６号 フルアップＳＭ０５１ 九鬼肥料工業㈱
288 複合肥料 苦土入り高度複合フルアップ０５５号 フルアップ０５５ 九鬼肥料工業㈱
289 複合肥料 苦土入り高度複合０５５号 フルアップ０５５e 九鬼肥料工業㈱
290 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５５Ｋ号 フルアップ０５５Ｋ 九鬼肥料工業㈱
291 複合肥料 高度複合０５５号 フルアップ０５５(Ｎ２０） 九鬼肥料工業㈱
292 複合肥料 高度複合Ｃｕ０５７号 フルアップＣｕ０５７ 九鬼肥料工業㈱
293 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０５７Ｃａ号 フルアップＣｕ０５７Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
294 複合肥料 苦土入り高度複合０５７－２Ｃａ号 フルアップ０５７-２Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
295 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＰ５８号 フルアップＮＰ５８ 九鬼肥料工業㈱
296 複合肥料 有機入り高度複合グリーンミックスアミノ０６０号 グリーンミックスアミノ０６０ 九鬼肥料工業㈱
297 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｓ０６０号 フルアップＳ０６０ 九鬼肥料工業㈱
298 複合肥料 腐植酸苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ０６０－５号 フルアップＮＳ０６０ラフミン 九鬼肥料工業㈱
299 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ０６０－５号 フルアップＮＳ０６０-５ 九鬼肥料工業㈱
300 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ０６８Ｌ号 フルアップＣｕ０６８Ｌ 九鬼肥料工業㈱
301 複合肥料 苦土入り高度複合０７０号 フルアップ０７０ 九鬼肥料工業㈱
302 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ０７０－２号 フルアップ０７０Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
303 複合肥料 苦土入り高度複合０７６－２Ｃａ号 フルアップ０７６Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
304 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合ＮＳ０７７号 フルアップＮＳ０７７Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
305 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃａ０７８号 フルアップ０７８Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
306 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ０８０号 フルアップＣｕ０８０ 九鬼肥料工業㈱
307 複合肥料 加工苦土マンガンほう素入り高度複合ＣｕＺｎ０８０号 フルアップＸ０８０ 九鬼肥料工業㈱
308 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ０８０Ｌ号 フルアップＣｕ０８０Ｌ 九鬼肥料工業㈱
309 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｃｕ０８１－３号 フルアップＣｕ０８１ 九鬼肥料工業㈱
310 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０８２号 フルアップＣｕ０８２ 九鬼肥料工業㈱
311 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｓ０８２号 フルアップＳ０８２ 九鬼肥料工業㈱
312 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０８３－７号 フルアップ麦用０８３ 九鬼肥料工業㈱
313 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０８８号 フルアップＣｕ０８８ 九鬼肥料工業㈱
314 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ０８８号 フルアップＣｕ０８８-0.5 九鬼肥料工業㈱
315 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０８８Ｃａ号 フルアップＣｕ０８８Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
316 複合肥料 苦土入り高度複合０８８－３号 フルアップ０８８-３ 九鬼肥料工業㈱
317 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ０８９号 フルアップＮＳ０８９ 九鬼肥料工業㈱
318 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ１２１号 フルアップＳ１２１ 九鬼肥料工業㈱
319 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合１２１号 フルアップ１２１Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
320 複合肥料 苦土入り高度複合１２１号 フルアップ１２１(５) 九鬼肥料工業㈱
321 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｃａ１２１ＭＢ号 フルアップＣａ１２１ＭＢ 九鬼肥料工業㈱
322 複合肥料 苦土入り高度複合肥料１２２号 フルアップ１２２ 九鬼肥料工業㈱
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323 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｓ１３１号 フルアップＳ１３１ 九鬼肥料工業㈱
324 複合肥料 苦土入り高度複合肥料フルアップＳ１３２号 フルアップＳ１３２ 九鬼肥料工業㈱
325 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ１８０号 フルアップＮＳ１８０ 九鬼肥料工業㈱
326 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ１９０号 フルアップＮＳ１９０ 九鬼肥料工業㈱
327 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料グリーンミックス２００号 グリーンミックス２００ 九鬼肥料工業㈱
328 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２００－３号 フルアップ２００ 九鬼肥料工業㈱
329 複合肥料 苦土尿素入り高度複合２０２号 フルアップ２０２Ｕ 九鬼肥料工業㈱
330 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２０２－２号 フルアップ２０２ 九鬼肥料工業㈱
331 複合肥料 苦土入り高度複合２０６－４号 フルアップ２０６ 九鬼肥料工業㈱
332 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ２０７－２号 フルアップＮＳ２０７ 九鬼肥料工業㈱
333 複合肥料 高度複合肥料２１０号 フルアップ２１０e 九鬼肥料工業㈱
334 複合肥料 腐植酸苦土ＵＦ入り高度複合肥料２１１－３号 フルアップＵＦ２１１－３ 九鬼肥料工業㈱
335 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２２０号 フルアップ２２０ 九鬼肥料工業㈱
336 複合肥料 有機入り高度複合グリーンミックス２３６号 グリーンミックス２３６ 九鬼肥料工業㈱
337 複合肥料 加工苦土入り高度複合２４１号 フルアップ２４１Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
338 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ２５６号 フルアップＮＳ２５６e 九鬼肥料工業㈱
339 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＭ２５６－２号 フルアップＮＭ２５６ 九鬼肥料工業㈱
340 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ２５７－２号 フルアップＮＳ２５７ 九鬼肥料工業㈱
341 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ２５９－２号 フルアップＮＳ２５９ 九鬼肥料工業㈱
342 複合肥料 高度複合肥料Ｓ２６０号 フルアップＳ２６０ 九鬼肥料工業㈱
343 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ２６１ＬＺｎ号 フルアップＳ２６１Lzn 九鬼肥料工業㈱
344 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ２６２－５号 フルアップＮＳ２６２ 九鬼肥料工業㈱
345 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳＭ２６６号 フルアップＮＳＭ２６６ 九鬼肥料工業㈱
346 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ２７０－２号 フルアップＣａ２７０ 九鬼肥料工業㈱
347 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＮＰ２８０－３号 フルアップＮＰ２８０ 九鬼肥料工業㈱
348 複合肥料 フルアップ２８０ フルアップ２８０ 九鬼肥料工業㈱
349 複合肥料 加工苦土有機入り高度複合ＧＭアミノ２８２Ｓｉ号 グリーンミックスアミノ２８２Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
350 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ２８５号 フルアップＮＳ２８５e 九鬼肥料工業㈱
351 複合肥料 苦土ＵＦ入り高度複合肥料Ｃｕ２８８Ｌ号 フルアップＣｕ２８８L 九鬼肥料工業㈱
352 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ３０３Ｌ号 フルアップＳ３０３L 九鬼肥料工業㈱
353 複合肥料 苦土入り複合肥料３０５－１０Ｃａ号 フルアップ３０５Ca 九鬼肥料工業㈱
354 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ３０６－２号 フルアップＮＳ３０６ 九鬼肥料工業㈱
355 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料フルアップＮＳ３０９号 フルアップＮＳ３０９ 九鬼肥料工業㈱
356 複合肥料 腐植酸苦土亜鉛入り高度複合Ｓ３１２－３Ｚｎ号 フルアップＳ３１２－３Zn 九鬼肥料工業㈱
357 複合肥料 高度複合肥料フルアップ３２１号 フルアップ３２１ 九鬼肥料工業㈱
358 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合ＮＳ３２１Ｌ号 フルアップＮＳ３２１L 九鬼肥料工業㈱
359 複合肥料 高度複合肥料Ｓ３４１号 フルアップＳ３４１ 九鬼肥料工業㈱
360 複合肥料 苦土入り高度複合３４７－２号 フルアップ３４７－２ 九鬼肥料工業㈱
361 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ３５０Ｚｎ－４号 フルアップＮＳ３５０Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
362 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合肥料ＮＳ３５０ＬＺｎ号 フルアップＮＳ３５０Lzn 九鬼肥料工業㈱
363 複合肥料 苦土入り複合肥料３５３号 フルアップ３５３L 九鬼肥料工業㈱
364 複合肥料 加工苦土入り高度複合３５３Ｓｉ号 フルアップ３５３Si 九鬼肥料工業㈱
365 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３６３－３号 フルアップ３６３ 九鬼肥料工業㈱
366 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３６７－４Ｃａ号 フルアップＳ３６７Ca 九鬼肥料工業㈱
367 複合肥料 苦土入り高度複合肥料フルアップＳ３７２号 フルアップＳ３７２ 九鬼肥料工業㈱
368 複合肥料 苦土入り高度複合３７３号 フルアップ３７３ 九鬼肥料工業㈱
369 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８０号 フルアップＳ３８０ 九鬼肥料工業㈱
370 複合肥料 有機入り高度複合グリーンミックスアミノ３８２号 グリーンミックスアミノ３８２ 九鬼肥料工業㈱
371 複合肥料 苦土有機入り高度複合グリーンミックス３８３号 グリーンミックス３８３ 九鬼肥料工業㈱
372 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８７号 フルアップＳ３８７ 九鬼肥料工業㈱
373 複合肥料 苦土入り高度複合フルアップ４００号 フルアップ４００ 九鬼肥料工業㈱
374 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃａ４００号 フルアップ４００Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
375 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ４００－３号 フルアップＣｕ４００ 九鬼肥料工業㈱
376 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ４００－３号 フルアップＣｕ４００（0.3） 九鬼肥料工業㈱
377 複合肥料 高度複合４００号 フルアップＬ４００ 九鬼肥料工業㈱
378 複合肥料 苦土入り高度複合４０３－４Ｃａ号 フルアップ４０３Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
379 複合肥料 苦土入り高度複合４０８－１Ｃａ号 フルアップ４０８－１Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
380 複合肥料 加工苦土入り高度複合４１１号 化成配合４１１ 九鬼肥料工業㈱
381 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｎ４１６－３号 フルアップＮ４１６ 九鬼肥料工業㈱
382 複合肥料 高度複合肥料フルアップ４２１号 フルアップ４２１ 九鬼肥料工業㈱
383 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４２２号 フルアップＳ４２２ 九鬼肥料工業㈱
384 複合肥料 マンガンほう素有機入り高度複合Ｎ４３０号 グリーンミックスＮ４３０ 九鬼肥料工業㈱
385 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４３２号 フルアップ４３２ 九鬼肥料工業㈱
386 複合肥料 腐植酸苦土入り複合肥料Ｓ４３５Ｚｎ号 フルアップＳ４３５Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
387 複合肥料 加工苦土入り高度複合４４０Ｓｉ号 フルアップ４４０Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
388 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４４２号 フルアップＳ４４２ Ｎ-４ 九鬼肥料工業㈱
389 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４４４号 フルアップ４４４ 九鬼肥料工業㈱
390 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４４７－２号 フルアップ４４７ 九鬼肥料工業㈱
391 複合肥料 高度複合肥料４４８号 フルアップ４４８ 九鬼肥料工業㈱
392 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合ＮＳ４４８ＬＺｎ号 フルアップＮＳ４４８Ｌｚｎ 九鬼肥料工業㈱
393 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４５０号 フルアップ４５０Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
394 複合肥料 高度複合肥料フルアップ４５２号 フルアップ４５２ 九鬼肥料工業㈱
395 複合肥料 高度複合肥料ＭＳ４５９号 フルアップＭＳ４５９ 九鬼肥料工業㈱
396 複合肥料 苦土入り高度複合４６０号 フルアップ４６０ 九鬼肥料工業㈱
397 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４６１－２号 フルアップＳ４６１ 九鬼肥料工業㈱
398 複合肥料 高度複合肥料フルアップ４７０号 フルアップ４７０ 九鬼肥料工業㈱
399 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｌ４７２号 フルアップＬＰ４７２ 九鬼肥料工業㈱
400 複合肥料 高度複合肥料フルアップ４７４号 フルアップ４７４ 九鬼肥料工業㈱
401 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４８３－３号 フルアップＳ４８３ 九鬼肥料工業㈱
402 複合肥料 苦土入り高度複合４８３－３号 フルアップ４８３ 九鬼肥料工業㈱
403 複合肥料 苦土入り高度複合４８４－２号 フルアップ４８４ 九鬼肥料工業㈱
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404 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ４８８－７号 フルアップＣｕ４８８－７ 九鬼肥料工業㈱
405 複合肥料 高度複合肥料フルアップ４９３号 フルアップ４９３ 九鬼肥料工業㈱
406 複合肥料 苦土入り高度複合Ｍ５００号 フルアップＭ５００ 九鬼肥料工業㈱
407 複合肥料 苦土入り高度複合Ｍ５００Ｃｕ号 フルアップＭ５００Ｃｕ 九鬼肥料工業㈱
408 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合ＮＳ５００Ｌ号 フルアップＮＳ５００Ｌ 九鬼肥料工業㈱
409 複合肥料 苦土入り高度複合Ｌ型５００－２号 フルアップ５００Ｌ 九鬼肥料工業㈱
410 複合肥料 苦土入り高度複合５０２－４号 フルアップ５０２ 九鬼肥料工業㈱
411 複合肥料 複合肥料５０３号 フルアップ５０３ 九鬼肥料工業㈱
412 複合肥料 苦土入り高度複合５０３－５号 フルアップ５０３(５） 九鬼肥料工業㈱
413 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５０５－２号 フルアップＳ５０５ 九鬼肥料工業㈱
414 複合肥料 加工苦土入り複合肥料Ｃａ５０５Ｓｉ号 フルアップＣａ５０５Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
415 複合肥料 苦土入り高度複合５０６－４号 フルアップ５０６ 九鬼肥料工業㈱
416 複合肥料 苦土入り高度複合５０６－５号 フルアップ５０６(５) 九鬼肥料工業㈱
417 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５０８－３号 フルアップ５０８ 九鬼肥料工業㈱
418 複合肥料 高度複合５０８号 フルアップ５０８（Ｋ18） 九鬼肥料工業㈱
419 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５２０－３号 フルアップ５２０ 九鬼肥料工業㈱
420 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５２２号 牧草専用５２２ 九鬼肥料工業㈱
421 複合肥料 苦土入り高度複合５２２号 フルアップ水稲用５２２ 九鬼肥料工業㈱
422 複合肥料 加工苦土有機入り複合肥料５２６号 フルアップ５２６ 九鬼肥料工業㈱
423 複合肥料 高度複合肥料５２７号 フルアップ５２７ 九鬼肥料工業㈱
424 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５３３号 フルアップＳ５３３ 九鬼肥料工業㈱
425 複合肥料 苦土・石灰入り複合肥料Ｖ５４０号 フルアップ５４０Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
426 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ５４５－１Ｃａ号 フルアップＶ５４５Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
427 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｖ５４７－２Ｃａ号 フルアップＶ５４７Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
428 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ５４８Ｃａ号 フルアップＶ５４８Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
429 複合肥料 尿素入り高度複合肥料５５０号 フルアップＵ５５０ 九鬼肥料工業㈱
430 複合肥料 加工苦土尿素入り高度複合５５０号 フルアップＵ５５０Ｓｉ-1 九鬼肥料工業㈱
431 複合肥料 加工苦土尿素入り高度複合肥料５５０号 フルアップＵ５５０Ｓｉ-3 九鬼肥料工業㈱
432 複合肥料 苦土入り高度複合５５５Ｋ号 フルアップ５５５Ｋ 九鬼肥料工業㈱
433 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｌ型５５５号 フルアップ５５５Ｌ 九鬼肥料工業㈱
434 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５５５－２号 フルアップ５５５－２ 九鬼肥料工業㈱
435 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｌ型５５５－３Ｃａ号 フルアップＬ５５５Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
436 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｖ５６５号 フルアップＶ５６５ 九鬼肥料工業㈱
437 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合Ｖ５６５号 フルアップＶ５６５Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
438 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５８０号 フルアップＳ５８０ 九鬼肥料工業㈱
439 複合肥料 苦土入り高度複合５８０号 フルアップ５８０ 九鬼肥料工業㈱
440 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ５８０－３Ｚｎ号 フルアップＮＳ５８０－３Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
441 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５８８号 フルアップ５８８Ｍ 九鬼肥料工業㈱
442 複合肥料 被覆窒素入り高度複合５８８Ｌ号 フルアップ側条用５８８Ｌ 九鬼肥料工業㈱
443 複合肥料 苦土入り高度複合５５８－２号 フルアップ５５８－２ 九鬼肥料工業㈱
444 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ５８９号 フルアップＮＳ５８９ 九鬼肥料工業㈱
445 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６０３－２号 フルアップ６０３ 九鬼肥料工業㈱
446 複合肥料 高度複合肥料６０５号 フルアップ６０５ 九鬼肥料工業㈱
447 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ６０６－３ＬＺｎ号 フルアップＳ６０６－３Ｌｚｎ 九鬼肥料工業㈱
448 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｎ６０６－３号 フルアップＮ６０６－３ 九鬼肥料工業㈱
449 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６０７Ｃａ号 フルアップＳ６０７Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
450 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ６２０Ｚｎ号 フルアップＳ６２０Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
451 複合肥料 苦土入り高度複合６３７－３号 フルアップ６３７－３ 九鬼肥料工業㈱
452 複合肥料 追肥専用複合肥料６４２号 フルアップ６４２ 九鬼肥料工業㈱
453 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＭＳ６５５ＵＦ号 フルアップＭＳ６５５ＵＦ 九鬼肥料工業㈱
454 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６６０号 フルアップＳ６６０ 九鬼肥料工業㈱
455 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ６６０号 フルアップＮＳ６６０ 九鬼肥料工業㈱
456 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６６０－２号 フルアップ６６０ 九鬼肥料工業㈱
457 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｃｕ６６３－５号 フルアップＣｕ６６３－５ 九鬼肥料工業㈱
458 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６７７－３Ｃａ号 フルアップＳ６７７Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
459 複合肥料 高度複合肥料６８３号 フルアップ６８３ 九鬼肥料工業㈱
460 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ６８７Ｌ号 フルアップＳ６８７Ｌ 九鬼肥料工業㈱
461 複合肥料 加工苦土有機入り複合肥料６９６Ｓｉ号 フルアップ６９６Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
462 複合肥料 加工苦土マンガン有機入り高度複合ＣｕＺｎ７００－６号 グリーンミックスＣＺ７００ 九鬼肥料工業㈱
463 複合肥料 複合肥料フルアップＮＫ７０８号 フルアップＮＫ７０８ 九鬼肥料工業㈱
464 複合肥料 被覆窒素ほう素入り高度複合７２５Ｌ号 フルアップ７２５Ｌ 九鬼肥料工業㈱
465 複合肥料 苦土入り高度複合７２８－３号 フルアップ７２８ 九鬼肥料工業㈱
466 複合肥料 苦土尿素入り高度複合７５５－４号 フルアップ７５５ 九鬼肥料工業㈱
467 複合肥料 加工苦土有機入り複合肥料７５５号 グリーンミックス７５５ 九鬼肥料工業㈱
468 複合肥料 加工苦土入り高度複合Ｃｕ７６９－５Ｓｉ号 フルアップＣｕ７６９Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
469 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８００－５号 フルアップ８００ 九鬼肥料工業㈱
470 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８０２号 フルアップ８０２ 九鬼肥料工業㈱
471 複合肥料 苦土入り高度複合８０２－５号 フルアップ８０２-Ｎ18 九鬼肥料工業㈱
472 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８０５号 フルアップＮＳ８０５ 九鬼肥料工業㈱
473 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８２１号 フルアップＳ８２１ 九鬼肥料工業㈱
474 複合肥料 腐植酸苦土入り複合肥料Ｃｕ８２６号 ラフミン入りＣｕ８２６ 九鬼肥料工業㈱
475 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃａ８２８号 フルアップ８２８Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
476 複合肥料 苦土有機入り複合肥料グリーンミックス８２９－１号 グリーンミックス８２９ 九鬼肥料工業㈱
477 複合肥料 苦土入り高度複合Ｎ８３７Ｚｎ号 フルアップＮ８３７Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
478 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８４８号 フルアップＣｕ８４８ 九鬼肥料工業㈱
479 複合肥料 加工苦土入り高度複合Ｃｕ８５７－７Ｓｉ号 フルアップＣｕ８５７Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
480 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳＭ８６０ＵＦ号 フルアップＮＳ８６０ＵＦ 九鬼肥料工業㈱
481 複合肥料 加工苦土有機入り高度複合８６７Ｓｉ号 ケイ酸アミノ入８６７ 九鬼肥料工業㈱
482 複合肥料 加工苦土有機入り高度複合Ｎ８６７Ｓｉ号 ケイ酸アミノ入Ｎ８６７ 九鬼肥料工業㈱
483 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８８５－３号 フルアップ８８５－３ 九鬼肥料工業㈱
484 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ８８９号 フルアップＮＳ８８９ 九鬼肥料工業㈱
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485 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８８９－４号 フルアップＮＳ８８９ＭＭＦ 九鬼肥料工業㈱
486 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ９０９Ｚｎ号 フルアップＳ９０９Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
487 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合肥料特Ｓ９０９－３Ｚｎ号 フルアップ特Ｓ９０９Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
488 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ９１６－３号 フルアップＣｕ９１６ 九鬼肥料工業㈱
489 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ９３７Ｌ号 フルアップＳ９３７Ｌ 九鬼肥料工業㈱
490 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ９３７ＬＺｎ号 フルアップＳ９３７Ｌｚｎ 九鬼肥料工業㈱
491 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ９４２号 フルアップＳ９４２ 九鬼肥料工業㈱
492 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ９４７－６号 フルアップＮＳ９４７ 九鬼肥料工業㈱
493 複合肥料 苦土入り高度複合肥料フルアップＮＳ９５９号 フルアップＮＳ９５９ 九鬼肥料工業㈱
494 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合グリーンミックスＳ９５９号 グリーンミックスＳ９５９ 九鬼肥料工業㈱
495 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ９６１Ｚｎ号 フルアップＳ９６１Ｚｎ 九鬼肥料工業㈱
496 複合肥料 加工苦土入り高度複合Ｃｕ９６９－６Ｓｉ号 フルアップＣｕ９６９Ｓｉ 九鬼肥料工業㈱
497 複合肥料 加工苦土入り複合肥料ＮＫ１００５号 フルアップ育苗１００５ 九鬼肥料工業㈱
498 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＰ１５２０Ｃａ号 フルアップＮＰ１５２０Ｃａ 九鬼肥料工業㈱
499 複合肥料 高度複合ＮＫ１７１７号 フルアップＮＫ１７１７ 九鬼肥料工業㈱
500 複合肥料 高度複合ＰＫ２０２０号 フルアップＰＫ２０２０ 九鬼肥料工業㈱
501 複合肥料 高度複合ＮＫ２０２０号 フルアップＮＫ２０２０ 九鬼肥料工業㈱
502 複合肥料 苦土入り複合肥料ＮＮＫ２１０８－３号 フルアップＮＮＫ２１０８ 九鬼肥料工業㈱
503 複合肥料 苦土入り高度複合ＰＫＳ２５０５号 フルアップＰＫＳ２５０５ 九鬼肥料工業㈱
504 複合肥料 苦土入り高度複合ＰＫＳ２５１０号 フルアップＰＫＳ２５１０ 九鬼肥料工業㈱
505 指定配合肥料 ＮｕｔｒｉＶａｎｔ ニュートリバント 東海物産（株）
506 複合肥料 亜リン酸カリウム液 キープ 東海物産（株）
507 複合肥料 液状複合肥料Ｋ-11 野菜専用液肥 ラサ晃栄(株)
508 複合肥料 液状複合肥料Ｋ-15 ラサ有機液肥 ラサ晃栄(株)
509 指定配合肥料 ぼかペレ特号 日紅ぼかペレ特号 (株)五光
510 複合肥料 千代田化成４７２ 千代田Ｐ４７２ サンアグロ株式会社
511 複合肥料 千代田化成４７２ ファイン千代田 サンアグロ株式会社
512 複合肥料 配合肥料 ＯＫ-Ｆ-1 大塚ＯＫＦ１ 大塚アグリテクノ（株）
513 複合肥料 多木有機入り液肥新１号 有機液肥１号 多木化学株式会社
514 複合肥料 多木有機入り液肥新2号 有機液肥２号 多木化学株式会社
515 複合肥料 新多木有機入り液肥3号 有機液肥３号 多木化学株式会社
516 複合肥料 多木液状肥料1225 タキパンチ 多木化学株式会社
517 複合肥料 多木リン酸カリ液肥 タキＰＫ液肥 多木化学株式会社
518 複合肥料 多木複合液肥148 カリショット 多木化学株式会社
519 複合肥料 多木有機入り化成肥料042 エコロイヤル０４２ 多木化学株式会社
520 複合肥料 多木複合新カスタム カスタム 多木化学株式会社
521 りん酸質肥料 加工りん酸肥料 特製多木24.0粒状苦土過燐酸 ハイマグホス 多木化学株式会社
522 りん酸質肥料 加工りん酸肥料 特製多木17.0粒状苦土過燐酸 マグホス 多木化学株式会社
523 複合肥料 多木苦土入り複合タキポリン新3号 タキポリン３号 多木化学株式会社
524 複合肥料 完全複合九重７号 九重７号粉 多木化学株式会社
525 複合肥料 完全複合九重７号 九重７号粒 多木化学株式会社
526 複合肥料 多木有機入り化成855 ダイナミンユーキ８５５ 多木化学株式会社
527 複合肥料 新銀河エース 銀河エース 多木化学株式会社
528 複合肥料 しきしま特１号 しきしま特１号 多木化学株式会社
529 複合肥料 コーボしき島９号 コーボ９号 多木化学株式会社
530 複合肥料 明星新１号 明星１号 多木化学株式会社
531 複合肥料 ほう素マンガン苦土入り尿素複合液肥アクセル１号 アクセル１号 多木化学株式会社
532 複合肥料 ほう素マンガン苦土入り尿素複合液肥アクセル2号 アクセル２号 多木化学株式会社
533 複合肥料 多木有機入り化成826 イーストユーキ８２６ 多木化学株式会社
534 複合肥料 多木有機入り化成新10 グルメユーキ１０ 多木化学株式会社
535 窒素質肥料 混合窒素肥料 硫安入り混合窒素肥料１５号 ＡＮ１５ みのり化学(株)
536 複合肥料 多木尿素入りＵＦ化成1002号 グリーンステージ３０ 多木化学株式会社
537 窒素質肥料 硝酸アンモニア石灰肥料 硝酸アンモニア石灰肥料 ニューキャンマックス ファームランドトレーディング(株)
538 複合肥料 けい酸入り流し込み穂肥 流し込み穂肥 日本液体肥料（株）
539 複合肥料 液体けい酸加里肥料１号 液体けい酸加里１号 日本液体肥料（株）
540 複合肥料 植酸有機ゼリータイド１０号 ゼリータイド１０号 日本液体肥料（株）
541 複合肥料 グリーンペースト特号 グリーンペースト特号 日本液体肥料（株）
542 複合肥料 甘彩六花 甘彩六花（ｱﾏｲﾛﾘｯｶ） 甘彩六花（株）
543 複合肥料 健花 健花（スコヤカ） 甘彩六花（株）
544 複合肥料 活根彩花 活根彩花（ｶｯｺﾝｻｲｶ） 甘彩六花（株）
545 複合肥料 大地豊彩 大地豊彩 甘彩六花（株）
546 複合肥料 実りの滴 実りの滴 甘彩六花（株）
547 複合肥料 不二8.5-4.0-0 テン液 (有)不二養土
548 窒素質肥料 硫酸アンモニア 硫酸アンモニア 硫安 ＪＦＥスチール(株)
549 窒素質肥料 硫酸アンモニア 21.0硫酸アンモニア 宇部硫安 宇部興産(株)
550 窒素質肥料 硝酸石灰 14.0硝酸石灰 硝酸カルシウム 明京商事㈱
551 窒素質肥料 尿素 46.0尿素 大粒尿素 三井物産(株)
552 窒素質肥料 尿素 46.0尿素 尿素（プリル） 三井化学(株)
553 窒素質肥料 混合窒素肥料 硝酸石灰入り石灰窒素粒状ペルカ 石灰窒素 アルツケム トロストベルグ ゲーエムベーハー
554 副産肥料等 副産肥料 Ｖ104副産複合 アミノマックスＶ (株)農産アグリーン
555 りん酸質肥料 過りん酸石灰 17.5過りん酸石灰 過燐酸石灰（粒状） エフ・アール・ピー・サービス(株)
556 りん酸質肥料 重過りん酸石灰 43.0重過りん酸石灰 重過石 新ケミカル商事(株)
557 りん酸質肥料 加工りん酸肥料 ダブルリンサンＡ-1号 ダブルリンサン 三井物産アグロビジネス(株)
558 りん酸質肥料 熔成りん肥料 20.0溶成りん肥 砂状 熔燐ポリ （清和） 清和肥料(株)
559 りん酸質肥料 熔成りん肥料 20.0溶成りん肥Ａ-1号 砂状 熔燐ポリＭ 三井物産アグロビジネス(株)
560 りん酸質肥料 熔成りん肥料 19.0溶成りん肥 粒状 熔燐ポリ清和 清和肥料(株)
561 りん酸質肥料 熔成りん肥料 18.0溶成りん肥Ａ-1号 粒状 熔燐ポリＭ 三井物産アグロビジネス(株)
562 加里質肥料 硫酸加里 50.0硫酸加里 硫酸加里 （粒状） 三井物産アグロビジネス(株)
563 加里質肥料 塩化加里 60.0塩化加里 塩化加里 （粒状） 三井物産(株)
564 加里質肥料 重炭酸加里 46.0重炭酸加里 重炭酸加里 東亜合成(株)
565 加里質肥料 硫酸加里苦土 硫酸加里苦土１２号 サルポマグ （粒状） 三井物産(株)



№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
566 加里質肥料 硫酸加里苦土 Ｇｒａｎｕｌａｒ Ｐｏｉｙｓｕｉｐｈａｔｅ ポリサルフェイト 九鬼肥料工業㈱
567 複合肥料 化成肥料 17.5-45.5 燐安１号 第２燐安 三井物産(株)
568 複合肥料 ほう素ﾏﾝｶﾞﾝ入り尿素尿素複合液肥ｺｰｹﾞﾝＧｴｰｽ（鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加） コーゲンＧ 日本液体肥料（株）
569 複合肥料 液状複合肥料ＰＫマグ特号 ＰＫマグ液肥 日本液体肥料（株）
570 加里質肥料 混合加里肥料 粒状混合加里珪酸 加里珪酸 グリン産業(有)
571 複合肥料 化成肥料 トモエ化成１号S エムシー・ファーティコム株式会社
572 複合肥料 化成肥料 トモエ化成特１号 エムシー・ファーティコム株式会社
573 複合肥料 化成肥料 トモエ化成３号 エムシー・ファーティコム株式会社
574 複合肥料 化成肥料 トモエ化成３号細粒 エムシー・ファーティコム株式会社
575 複合肥料 化成肥料 トモエ化成６号 エムシー・ファーティコム株式会社
576 複合肥料 化成肥料 トモエ化成７号 エムシー・ファーティコム株式会社
577 複合肥料 化成肥料 トモエ化成特８号 エムシー・ファーティコム株式会社
578 複合肥料 化成肥料 トモエ化成特８号細粒 エムシー・ファーティコム株式会社
579 複合肥料 化成肥料 トモエ化成１０号 エムシー・ファーティコム株式会社
580 複合肥料 化成肥料 トモエ化成１２号 エムシー・ファーティコム株式会社
581 複合肥料 化成肥料 トモエ化成２４号 エムシー・ファーティコム株式会社
582 複合肥料 化成肥料 トモエ化成１２６号Ｓ （Ｃ-Ｍｇ） エムシー・ファーティコム株式会社
583 複合肥料 化成肥料 トモエ化成700号 エムシー・ファーティコム株式会社
584 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成２６２号 エムシー・ファーティコム株式会社
585 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成３３３号 エムシー・ファーティコム株式会社
586 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成いなほ特号 エムシー・ファーティコム株式会社
587 複合肥料 化成肥料 側条Ｇ１号 エムシー・ファーティコム株式会社
588 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成４５２号 エムシー・ファーティコム株式会社
589 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成ネオダッシュ282号 エムシー・ファーティコム株式会社
590 複合肥料 化成肥料 高度トモエ化成２４０号Ｓ エムシー・ファーティコム株式会社
591 複合肥料 混合汚泥複合肥料 オルガニン２号 エムシー・ファーティコム株式会社
592 複合肥料 混合汚泥複合肥料 オルガニン２号細粒 エムシー・ファーティコム株式会社
593 複合肥料 混合汚泥複合肥料 オルガニン８号 エムシー・ファーティコム株式会社
594 複合肥料 混合汚泥複合肥料 オルガニン８号Ｓ エムシー・ファーティコム株式会社
595 複合肥料 化成肥料 オルガニン４０５号 エムシー・ファーティコム株式会社
596 複合肥料 混合汚泥複合肥料 オルガニン４６０号 エムシー・ファーティコム株式会社
597 複合肥料 化成肥料 肥実効２８２－５号 エムシー・ファーティコム株式会社
598 複合肥料 化成肥料 肥実効２２２－５号 エムシー・ファーティコム株式会社
599 複合肥料 化成肥料 肥実効２２２－１０号 エムシー・ファーティコム株式会社
600 複合肥料 化成肥料 肥実効２２２－１５号 エムシー・ファーティコム株式会社
601 複合肥料 化成肥料 肥実効４７７－１０号 エムシー・ファーティコム株式会社
602 複合肥料 化成肥料 肥実効４７７－１５号 エムシー・ファーティコム株式会社
603 複合肥料 化成肥料 野菜百撰 エムシー・ファーティコム株式会社
604 指定配合肥料 オニオンミックス１号 エムシー・ファーティコム株式会社
605 複合肥料 化成肥料 ニューダイヤ８号 エムシー・ファーティコム株式会社
606 複合肥料 化成肥料 高度ニューダイヤ５４５号 エムシー・ファーティコム株式会社
607 複合肥料 化成肥料 高度ニューダイヤ０８０号Ｃｕ エムシー・ファーティコム株式会社
608 複合肥料 化成肥料 高度ニューダイヤ特５０２号 エムシー・ファーティコム株式会社
609 複合肥料 化成肥料 高度ニューダイヤ１２８号Ｎ エムシー・ファーティコム株式会社
610 複合肥料 化成肥料 高度化成０８８号（銅添加） エムシー・ファーティコム株式会社
611 複合肥料 化成肥料 高度化成８５８号Ｓ エムシー・ファーティコム株式会社
612 複合肥料 化成肥料 ▼高度ニューダイヤ008S号_20K エムシー・ファーティコム株式会社
613 複合肥料 化成肥料 ハレー６３８ エムシー・ファーティコム株式会社
614 複合肥料 化成肥料 高度ニューダイヤ187号N エムシー・ファーティコム株式会社
615 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンボ１号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
616 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンボ２号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
617 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンボ３号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
618 副産肥料等 液状肥料 サンソーネ１号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
619 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンソーネ２号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
620 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） サンソーネ３号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
621 副産肥料等 液状肥料 サンソーネ育苗用 5㎏×4 エムシー・ファーティコム株式会社
622 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） リーフゲン１号 ５㎏缶×4 エムシー・ファーティコム株式会社
623 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） リーフゲン１号 10㎏缶×2 エムシー・ファーティコム株式会社
624 副産肥料等 液状肥料 マグファイン 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
625 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） ペースト省力１号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
626 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） ハイペースト１２号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
627 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 流し込み省力２号 20㎏ﾛﾝﾃﾅｰ エムシー・ファーティコム株式会社
628 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） ケアグリーンＡｒｇ 1Ｌ×12 エムシー・ファーティコム株式会社
629 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） ケアグリーンＡｒｇ 5Ｌ×2 エムシー・ファーティコム株式会社
630 複合肥料 化成肥料 ハイユーキ１号 エムシー・ファーティコム株式会社
631 複合肥料 化成肥料 ハイユーキ２号 エムシー・ファーティコム株式会社
632 複合肥料 化成肥料 ハイユーキ３号 エムシー・ファーティコム株式会社
633 複合肥料 化成肥料 たいせつ有機 エムシー・ファーティコム株式会社
634 複合肥料 化成肥料 有機１号 エムシー・ファーティコム株式会社
635 複合肥料 化成肥料 有機特号 エムシー・ファーティコム株式会社
636 副産肥料等 液状複合肥料 ランセットＮ     株式会社ジャット
637 副産肥料等 液状複合肥料 ランセットＰ   株式会社ジャット
638 副産肥料等 液状複合肥料 ランセットＶ      株式会社ジャット
639 副産肥料等 液状複合肥料 ＮアップＧｰⅠ  株式会社ジャット
640 副産肥料等 液状複合肥料 ＮアップＧｰⅡ  株式会社ジャット
641 副産肥料等 液状複合肥料 ＮアップＧｰⅢ      株式会社ジャット
642 副産肥料等 液状複合肥料 Ｎアップエース  株式会社ジャット
643 副産肥料等 液状複合肥料 スーパーP     (液) 株式会社ジャット
644 副産肥料等 液状複合肥料 天地十万年 株式会社ジャット
645 副産肥料等 液状複合肥料 ジャットキング 株式会社ジャット
646 複合肥料 配合肥料 newKトラ        株式会社ジャット
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647 複合肥料 配合肥料 マジカルアミン 株式会社ジャット
648 副産肥料等 液体微量要素複合肥料 タスカル 株式会社ジャット
649 副産肥料等 液体微量要素複合肥料 クロピカα  株式会社ジャット
650 副産肥料等 液体微量要素複合肥料 ジャットＢＭ 株式会社ジャット
651 加里質肥料 液体けい酸加里肥料 カカラン 株式会社ジャット
652 指定配合肥料 ポットにポン    大 株式会社ジャット
653 指定配合肥料    〃                  小 株式会社ジャット
654 複合肥料 化成肥料 Ｖガード       株式会社ジャット
655 複合肥料 配合肥料 ジャットＰＫ粉 株式会社ジャット
656 複合肥料 化成肥料     〃      粒 株式会社ジャット
657 複合肥料 化成肥料 ジャットPKマグ 株式会社ジャット
658 複合肥料 化成肥料 アミアップ 株式会社ジャット
659 複合肥料 化成肥料 ベストライザー 株式会社ジャット
660 複合肥料 化成肥料 JAHTミリオン 株式会社ジャット
661 指定配合肥料 さとやま6号 株式会社ジャット
662 指定配合肥料 さとやま7号 株式会社ジャット
663 指定配合肥料 さとやま１０号 株式会社ジャット
664 指定配合肥料 アミノ２１    株式会社ジャット
665 指定配合肥料 酵肥一番       株式会社ジャット
666 指定配合肥料 ジャット加里  株式会社ジャット
667 指定配合肥料 ミネリン 株式会社ジャット
668 りん酸質肥料 加工リン酸肥料 マグホス 多木化学株式会社
669 りん酸質肥料 加工リン酸肥料 マグホス（細粒） 多木化学株式会社
670 りん酸質肥料 加工リン酸肥料 グリンセットⅡ 多木化学株式会社
671 りん酸質肥料 加工リン酸肥料 リンマグ２１ 多木化学株式会社
672 りん酸質肥料 加工リン酸肥料 カスタム 多木化学株式会社
673 複合肥料 化成肥料 コーポしき島９号 多木化学株式会社
674 複合肥料 化成肥料 多木V化成 多木化学株式会社
675 複合肥料 化成肥料 ティーグリーン６３３ 多木化学株式会社
676 複合肥料 化成肥料 タキミドリ 多木化学株式会社
677 複合肥料 化成肥料 タキポリン３号 多木化学株式会社
678 複合肥料 化成肥料 タキホスカ６号 多木化学株式会社
679 複合肥料 化成肥料 オンリーユーキ 多木化学株式会社
680 複合肥料 化成肥料 エコロイヤル０４２ 多木化学株式会社
681 複合肥料 化成肥料 カルピカS542 多木化学株式会社
682 複合肥料 化成肥料 高度化成６７０S 多木化学株式会社
683 複合肥料 化成肥料 高度化成４４４（ジイ４４４H） 多木化学株式会社
684 複合肥料 化成肥料 高度化成４４４（ウイング４） 多木化学株式会社
685 複合肥料 化成肥料 多木野菜キープ４８０ 多木化学株式会社
686 複合肥料 化成肥料 大豆名人３２０S 多木化学株式会社
687 複合肥料 化成肥料 高度化成３７２（ジイ３７２） 多木化学株式会社
688 複合肥料 化成肥料 高度化成６８３（ジイ６８７） 多木化学株式会社
689 副産肥料等 液状肥料 多木有機入り液肥新１号 多木有機液肥１号 多木化学株式会社
690 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 新多木有機入り液肥３号 多木有機液肥３号 多木化学株式会社
691 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 新多木有機入り液肥１２号 多木有機液肥１２号 多木化学株式会社
692 副産肥料等 液体肥料（液体りん酸肥料） タイミング２号 多木化学株式会社
693 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木リン酸カリ液肥 多木ＰK液肥 多木化学株式会社
694 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木複合液肥１４８ カリショット 多木化学株式会社
695 副産肥料等 液体肥料（液体微量要素複合肥料） 多木液体微量要素複合肥料１号 ライムショット 多木化学株式会社
696 副産肥料等 液体肥料（液体微量要素複合肥料） 多木微量要素複合マグ液肥 マグショット 多木化学株式会社
697 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成S608 ホクセイS608 丸菱肥料株式会社
698 複合肥料 丸菱高度化成NS800 ホクセイNS800 丸菱肥料株式会社
699 複合肥料 丸菱高度化成NS080 ホクセイNS080 丸菱肥料株式会社
700 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成S0295 ホクセイS029-5 丸菱肥料株式会社
701 複合肥料 丸菱亜鉛入り高度化成S387 亜鉛入りホクセイS387Zn 丸菱肥料株式会社
702 複合肥料 丸菱ジシアン入り化成S737号 ホクセイ新S737号 丸菱肥料株式会社
703 複合肥料 丸菱石灰窒素入り化成新S737号 黒バラS737号 丸菱肥料株式会社
704 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成060 ホクセイ060 丸菱肥料株式会社
705 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成020 ホクセイ020 丸菱肥料株式会社
706 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成459 ホクセイ459 丸菱肥料株式会社
707 複合肥料 丸菱苦土入り高度化成409 ホクセイ409 丸菱肥料株式会社
708 複合肥料 新東効果発現促進剤入り化成808 ホクセイ銅入り808 丸菱肥料株式会社
709 複合肥料 新東効果発現促進剤入り化成857 高度肥料857Cu 丸菱肥料株式会社
710 複合肥料 新東化成268 ホクセイ268 丸菱肥料株式会社
711 複合肥料 FT追肥35号 FTツイヒ３ 新日本アグリシステム㈱
712 複合肥料 高度化成7003 ビクトリー7003 新日本アグリシステム㈱
713 複合肥料 有機入り化成7003 ビクトリーNA7003 新日本アグリシステム㈱
714 複合肥料 FT444号 FT444号 多木化学株式会社
715 複合肥料 アジザンマイ アジザンマイ 多木化学株式会社
716 複合肥料 NA488 NA488 多木化学株式会社
717 複合肥料 3―10―10 3―10―10 多木化学株式会社
718 複合肥料 有機入りNS208B NS208B シーアイマテックス㈱
719 複合肥料 化成肥料S208 S208 シーアイマテックス㈱
720 複合肥料 S121 Ｓ121 シーアイマテックス㈱
721 複合肥料 JKM555 JKM555 シーアイマテックス㈱
722 複合肥料 有機入り化成肥料444-2 JKM444 シーアイマテックス㈱
723 複合肥料 高度化成肥料NN555 NN555 シーアイマテックス㈱
724 複合肥料 苦土ほう素入り化成肥料N288B N288B シーアイマテックス㈱
725 複合肥料 苦土亜鉛り化成肥料S800C S800Zn シーアイマテックス㈱
726 複合肥料 苦土銅入り化成肥料M800 M800 シーアイマテックス㈱
727 複合肥料 有機入り958 JK958 シーアイマテックス㈱
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728 複合肥料 有機入りJKNS208 JKNS208 シーアイマテックス㈱
729 複合肥料 ジシアンジアミド有機入り化成NS500MnB JKNS500MnB シーアイマテックス㈱
730 複合肥料 微量要素有機入り化成肥料207 NS207MnB シーアイマテックス㈱
731 複合肥料 有機入りJKNS121B JKNS121B シーアイマテックス㈱
732 複合肥料 有機入りS742Zn JKNS742Zn シーアイマテックス㈱
733 複合肥料 高度化成肥料744号 化成744 シーアイマテックス㈱
734 複合肥料 有機入り420 JK420 シーアイマテックス㈱
735 複合肥料 化成肥料S602-8 S602 シーアイマテックス㈱
736 複合肥料 ENTEC19-9-9 ENTEC(19-9-9) シーアイマテックス㈱
737 窒素質肥料 混合窒素肥料 13.9硝酸カルシウム 13.9硝酸カルシウム シーアイマテックス㈱
738 複合肥料 化成肥料 亜リン酸加里1号 CI亜リン酸加里1号 シーアイマテックス㈱
739 りん酸質肥料 重過りん酸石灰 重過燐酸石灰１号 重過石 シーアイマテックス㈱
740 りん酸質肥料 重過りん酸石灰 重過燐酸石灰特号 重過石 シーアイマテックス㈱
741 窒素質肥料 硝酸アンモニア石灰肥料 硝酸アンモニア石灰1号 硝酸アンモニア石灰1号 シーアイマテックス㈱
742 複合肥料 化成肥料 ふりん31 ふりん31 シーアイマテックス㈱
743 複合肥料 ボニー液肥522号 ボニー 日本肥料㈱
744 複合肥料 有機入りゾンネ10号(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加) ゾンネ10号 日本肥料㈱
745 複合肥料 有機入り尿素複合液肥５号 ゾンネ５号 日本肥料㈱
746 複合肥料 ゾンネ２号液肥 ゾンネ２号 日本肥料㈱
747 複合肥料 アラガーデンファーム即溶 アラクイック 清和肥料工業㈱
748 複合肥料 アラガーデンファーム即溶 アラクイック461 清和肥料工業㈱
749 複合肥料 アラガーデンVFF ALA VFF 清和肥料工業㈱
750 複合肥料 黒ばら化成肥料737号S 黒バラ737号S エムシー・ファーティコム株式会社
751 複合肥料 苦土マンガンホウ素入り白バラ高度化成肥料NS080号 高度白ばらNS080号 エムシー・ファーティコム株式会社
752 窒素質肥料 混合窒素肥料 硝酸石灰入り石灰窒素粒状ペルカ ペルカ粒状 明京商事㈱
753 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６００号 Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
754 複合肥料 苦土入り高度複合００２ 002 九鬼肥料工業㈱
755 複合肥料 苦土入り有機入り高度複合肥料２０１号 有201 九鬼肥料工業㈱
756 複合肥料 苦土入り有機入り高度複合Ｓ７０８号 有Ｓ708 九鬼肥料工業㈱
757 複合肥料 苦土入り高度複合４６３号 463 九鬼肥料工業㈱
758 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８５８号 858 九鬼肥料工業㈱
759 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ８３０号 有ＮＳ830 九鬼肥料工業㈱
760 複合肥料 苦土入り高度複合２５８号 258 九鬼肥料工業㈱
761 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ５９１号 有Ｓ591 九鬼肥料工業㈱
762 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料１９１号 有191 九鬼肥料工業㈱
763 複合肥料 ＰＭＧ４０号 40 九鬼肥料工業㈱
764 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７００号 Ｓ700 九鬼肥料工業㈱
765 複合肥料 苦土入り高度複合１９１号 191 九鬼肥料工業㈱
766 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３０６号 306 九鬼肥料工業㈱
767 複合肥料 完全複合肥料苦土マンガン有機入りＮＳ８０５号 有ＮＳ805 九鬼肥料工業㈱
768 複合肥料 完全複合肥料苦土有機入りＮＳ７２０号 有ＮＳ720 九鬼肥料工業㈱
769 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ８３０号 有ＮＳ830 九鬼肥料工業㈱
770 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３８０ Ｓ380 九鬼肥料工業㈱
771 複合肥料 苦土入り複合肥料５６５号 565 九鬼肥料工業㈱
772 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５００号 Ｓ500 九鬼肥料工業㈱
773 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６７７号 Ｓ677 九鬼肥料工業㈱
774 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料Ｓ０１０号 Ｓ010 九鬼肥料工業㈱
775 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５３号 Ｓ853 九鬼肥料工業㈱
776 複合肥料 ＢＢ ４４４号 444 九鬼肥料工業㈱
777 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ４６２－３号 462 九鬼肥料工業㈱
778 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８５０ 850 九鬼肥料工業㈱
779 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０３３号 033 九鬼肥料工業㈱
780 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３５０号 350 九鬼肥料工業㈱
781 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ５６８号 ＮＳ568 九鬼肥料工業㈱
782 複合肥料 ハイオーガニック２８２号 有282 九鬼肥料工業㈱
783 複合肥料 ハイオーガニック４２０号 有420 九鬼肥料工業㈱
784 複合肥料 ハイオーガニック０５０号 有050 九鬼肥料工業㈱
785 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ７３８号 有Ｓ738 九鬼肥料工業㈱
786 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ０１０号 ＮＳ010 九鬼肥料工業㈱
787 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ６７７号 ＮＳ677 九鬼肥料工業㈱
788 複合肥料 苦土入り高度複合肥料１２２ 122 九鬼肥料工業㈱
789 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５５号 055 九鬼肥料工業㈱
790 複合肥料 苦土入り高度複合１２２ 122 九鬼肥料工業㈱
791 複合肥料 苦土入り高度複合肥料００５号 005 九鬼肥料工業㈱
792 複合肥料 苦土入り高度複合０５５ 055 九鬼肥料工業㈱
793 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２８２号 282 九鬼肥料工業㈱
794 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４８４号 484 九鬼肥料工業㈱
795 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５５５号 555 九鬼肥料工業㈱
796 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３６３号 363 九鬼肥料工業㈱
797 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３１０号 310 九鬼肥料工業㈱
798 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８３１号 831 九鬼肥料工業㈱
799 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７２１号 Ｓ721 九鬼肥料工業㈱
800 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ００１号 Ｓ001 九鬼肥料工業㈱
801 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５８号 Ｓ858 九鬼肥料工業㈱
802 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３４４号 344 九鬼肥料工業㈱
803 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ２５８号 Ｓ258 九鬼肥料工業㈱
804 複合肥料 高度複合肥料２１２号 212 九鬼肥料工業㈱
805 複合肥料 苦土入り高度複合１２４－５号 124 九鬼肥料工業㈱
806 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ０５２号 ＮＳ052 九鬼肥料工業㈱
807 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６７５号 Ｓ675 九鬼肥料工業㈱
808 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３５０－３号 Ｓ350 九鬼肥料工業㈱
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809 複合肥料 高度複合肥料５５０号 550 九鬼肥料工業㈱
810 複合肥料 苦土入り高度複合肥料１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
811 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ５５７号 ＮＳ557 九鬼肥料工業㈱
812 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２５３号 253 九鬼肥料工業㈱
813 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６７７号 677 九鬼肥料工業㈱
814 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５０ 050 九鬼肥料工業㈱
815 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２２２号 222 九鬼肥料工業㈱
816 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｓ１３１号 Ｓ131 九鬼肥料工業㈱
817 複合肥料 苦土入りほう素有機入り高度複合ＮＳ０１０号 有ＮＳ010 九鬼肥料工業㈱
818 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ４０７号 ＮＳ407 九鬼肥料工業㈱
819 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７０８号 Ｓ708 九鬼肥料工業㈱
820 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ８１７号 ＮＳ817 九鬼肥料工業㈱
821 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ６１０号 ＮＳ610 九鬼肥料工業㈱
822 複合肥料 複合肥料ＮＰ２２号 22 九鬼肥料工業㈱
823 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５０号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
824 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＫ肥料Ｓ７８号 Ｓ78 九鬼肥料工業㈱
825 複合肥料 高度複合肥料０５５号 055 九鬼肥料工業㈱
826 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６５２号 652 九鬼肥料工業㈱
827 複合肥料 苦土入り高度複合５５６－４号 556 九鬼肥料工業㈱
828 複合肥料 苦土入り高度複合肥料７５６号 756 九鬼肥料工業㈱
829 複合肥料 苦土入り高度複合１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
830 複合肥料 苦土入り複合肥料１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
831 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０８１号 081 九鬼肥料工業㈱
832 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６２０－３号 Ｓ620 九鬼肥料工業㈱
833 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５３５号 535 九鬼肥料工業㈱
834 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０２２号 022 九鬼肥料工業㈱
835 複合肥料 苦土入り高度複合２０４号 204 九鬼肥料工業㈱
836 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５０２号 502 九鬼肥料工業㈱
837 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８０６号 Ｓ806 九鬼肥料工業㈱
838 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ９４３号 Ｓ943 九鬼肥料工業㈱
839 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ１３１－３号 Ｓ131 九鬼肥料工業㈱
840 複合肥料 苦土入り粒状複合肥料０５０号 050 九鬼肥料工業㈱
841 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６３１号 Ｓ631 九鬼肥料工業㈱
842 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４５５号 455 九鬼肥料工業㈱
843 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４０４号 404 九鬼肥料工業㈱
844 複合肥料 苦土入り高度複合肥料７４３号 743 九鬼肥料工業㈱
845 複合肥料 高度複合肥料ＮＳ０４０号 ＮＳ040 九鬼肥料工業㈱
846 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ０１０－３号 Ｓ010 九鬼肥料工業㈱
847 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４４４号 444 九鬼肥料工業㈱
848 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２５０号 250 九鬼肥料工業㈱
849 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料９５９号 959 九鬼肥料工業㈱
850 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６５４号 654 九鬼肥料工業㈱
851 複合肥料 苦土入り高度複合５０２号 502 九鬼肥料工業㈱
852 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｎ０７３号 有Ｎ073 九鬼肥料工業㈱
853 複合肥料 高度複合肥料０８１号 081 九鬼肥料工業㈱
854 複合肥料 苦土入り高度複合肥料７００号 700 九鬼肥料工業㈱
855 複合肥料 苦土入り高度複合４０４号 404 九鬼肥料工業㈱
856 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４５６－５号 456 九鬼肥料工業㈱
857 複合肥料 複合肥料ＮＫ２９号 29 九鬼肥料工業㈱
858 複合肥料 複合肥料ＮＫ７３号 73 九鬼肥料工業㈱
859 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０８３号 083 九鬼肥料工業㈱
860 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８０２号 802 九鬼肥料工業㈱
861 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ９４３号 ＮＳ943 九鬼肥料工業㈱
862 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８０６号 ＮＳ806 九鬼肥料工業㈱
863 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合肥料ＮＳ０８１号 ＮＳ081 九鬼肥料工業㈱
864 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ０１１号 ＮＳ011 九鬼肥料工業㈱
865 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ０８０号 有ＮＳ080 九鬼肥料工業㈱
866 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８１０号 ＮＳ810 九鬼肥料工業㈱
867 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ０７３号 有ＮＳ073 九鬼肥料工業㈱
868 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８５０号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
869 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５４号 Ｓ854 九鬼肥料工業㈱
870 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ０２７号 有ＮＳ027 九鬼肥料工業㈱
871 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ５５４号 ＮＳ554 九鬼肥料工業㈱
872 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ１９８号 有ＮＳ198 九鬼肥料工業㈱
873 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ１５８号 有Ｓ158 九鬼肥料工業㈱
874 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ６０７号 ＮＳ607 九鬼肥料工業㈱
875 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合ＮＳ１９８号 有ＮＳ198 九鬼肥料工業㈱
876 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３００号 Ｓ300 九鬼肥料工業㈱
877 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ６８７号 有ＮＳ687 九鬼肥料工業㈱
878 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ６０７号 有ＮＳ607 九鬼肥料工業㈱
879 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ８４８号 有ＮＳ848 九鬼肥料工業㈱
880 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ３００号 有Ｓ300 九鬼肥料工業㈱
881 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ００８号 Ｓ008 九鬼肥料工業㈱
882 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４０３号 403 九鬼肥料工業㈱
883 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８２０号 Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
884 複合肥料 高度複合肥料２００号 200 九鬼肥料工業㈱
885 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｌ６１３号 613 九鬼肥料工業㈱
886 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ６９８号 有ＮＳ698 九鬼肥料工業㈱
887 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ１３１号 ＮＳ131 九鬼肥料工業㈱
888 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８１７号 ＮＳ817 九鬼肥料工業㈱
889 複合肥料 高度複合肥料２９２号 292 九鬼肥料工業㈱
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890 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２５２号 252 九鬼肥料工業㈱
891 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ５０２号 502 九鬼肥料工業㈱
892 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ５７０号 ＮＳ570 九鬼肥料工業㈱
893 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５５０号 550 九鬼肥料工業㈱
894 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ９５５号 Ｓ955 九鬼肥料工業㈱
895 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４５２号 452 九鬼肥料工業㈱
896 複合肥料 高度複合肥料００２号 002 九鬼肥料工業㈱
897 複合肥料 複合肥料ＮＰ２３号 23 九鬼肥料工業㈱
898 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６０８号 608 九鬼肥料工業㈱
899 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３５５号 Ｓ355 九鬼肥料工業㈱
900 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ５０５号 ＮＳ505 九鬼肥料工業㈱
901 複合肥料 苦土有機入り高度複合ＮＳ０７３号 有ＮＳ073 九鬼肥料工業㈱
902 複合肥料 苦土入り複合肥料４０４号 404 九鬼肥料工業㈱
903 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８０ Ｓ380 九鬼肥料工業㈱
904 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５５０－３号 Ｓ550 九鬼肥料工業㈱
905 複合肥料 苦土有機入り高度複合ＣＵ８５０号 有850 九鬼肥料工業㈱
906 複合肥料 高度複合肥料ＮＰ６９号 69 九鬼肥料工業㈱
907 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ１４号 14 九鬼肥料工業㈱
908 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ２０号 20 九鬼肥料工業㈱
909 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ６００号 有ＮＳ600 九鬼肥料工業㈱
910 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ６８０号 有ＮＳ680 九鬼肥料工業㈱
911 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ１９８号 有ＮＳ198 九鬼肥料工業㈱
912 複合肥料 苦土入り高度複合肥料９４３号 943 九鬼肥料工業㈱
913 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５５８号 Ｓ558 九鬼肥料工業㈱
914 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８４０号 840 九鬼肥料工業㈱
915 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ０１０号 ＮＳ010 九鬼肥料工業㈱
916 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５２４号 524 九鬼肥料工業㈱
917 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０３５号 035 九鬼肥料工業㈱
918 複合肥料 高度複合肥料７０７号 707 九鬼肥料工業㈱
919 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ０５０号 Ｓ050 九鬼肥料工業㈱
920 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ６８９号 有Ｓ689 九鬼肥料工業㈱
921 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６６２号 Ｓ662 九鬼肥料工業㈱
922 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ８５０号 有Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
923 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ５２４号 Ｓ524 九鬼肥料工業㈱
924 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ９７０号 ＮＳ970 九鬼肥料工業㈱
925 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６３１５号 Ｓ6315 九鬼肥料工業㈱
926 複合肥料 複合肥料６１１号 611 九鬼肥料工業㈱
927 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ５７３号 有ＮＳ573 九鬼肥料工業㈱
928 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ６３１号 有Ｓ631 九鬼肥料工業㈱
929 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ７３１号 有Ｓ731 九鬼肥料工業㈱
930 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８５０３号 Ｓ8503 九鬼肥料工業㈱
931 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７４０号 Ｓ740 九鬼肥料工業㈱
932 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３８２号 Ｓ382 九鬼肥料工業㈱
933 複合肥料 ＰＭＧ３５号 35 九鬼肥料工業㈱
934 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３０３号 303 九鬼肥料工業㈱
935 複合肥料 苦土入り高度複合肥料００４号 004 九鬼肥料工業㈱
936 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８２２号 822 九鬼肥料工業㈱
937 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ７２７号 ＮＳ727 九鬼肥料工業㈱
938 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３０２号 Ｓ302 九鬼肥料工業㈱
939 複合肥料 苦土入り高度複合２２２号 222 九鬼肥料工業㈱
940 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５０４号 0504 九鬼肥料工業㈱
941 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３０５号 305 九鬼肥料工業㈱
942 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３８４号 Ｓ384 九鬼肥料工業㈱
943 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３８０号 380 九鬼肥料工業㈱
944 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料３３３号 有333 九鬼肥料工業㈱
945 複合肥料 高度複合５５０ 550 九鬼肥料工業㈱
946 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ８５０号 850 九鬼肥料工業㈱
947 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｓ０１０号 Ｓ010 九鬼肥料工業㈱
948 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ９４３－３号 Ｓ943 九鬼肥料工業㈱
949 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４０２号 Ｓ402 九鬼肥料工業㈱
950 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８４０４号 8404 九鬼肥料工業㈱
951 複合肥料 苦土ほう素入り複合肥料ＮＳ７１７号 ＮＳ717 九鬼肥料工業㈱
952 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ１１９号 ＮＳ119 九鬼肥料工業㈱
953 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７６１号 Ｓ761 九鬼肥料工業㈱
954 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｌ４００号 400 九鬼肥料工業㈱
955 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ２００号 有ＮＳ200 九鬼肥料工業㈱
956 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ１２１号 ＮＳ121 九鬼肥料工業㈱
957 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ４５２号 Ｓ452 九鬼肥料工業㈱
958 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料ＮＳ０２２号 有ＮＳ022 九鬼肥料工業㈱
959 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ１３１号 ＮＳ131 九鬼肥料工業㈱
960 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８０４号 Ｓ804 九鬼肥料工業㈱
961 複合肥料 苦土入り高度複合８５０号 850 九鬼肥料工業㈱
962 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５０－５号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
963 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ１４１７号 1417 九鬼肥料工業㈱
964 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ９６１号 ＮＳ961 九鬼肥料工業㈱
965 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４４８号 448 九鬼肥料工業㈱
966 複合肥料 高度複合肥料４４８号  (苦土なし） 448 九鬼肥料工業㈱
967 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３５３号 353 九鬼肥料工業㈱
968 複合肥料 高度複合肥料Ｓ６４３号 Ｓ643 九鬼肥料工業㈱
969 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ８０４号 ＮＳ804 九鬼肥料工業㈱
970 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ１８２号 ＮＳ182 九鬼肥料工業㈱
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971 複合肥料 苦土入り高度複合８４０号 840 九鬼肥料工業㈱
972 複合肥料 苦土入り高度複合００５号 005 九鬼肥料工業㈱
973 複合肥料 高度複合肥料Ｖ５５５号 Ｖ555 九鬼肥料工業㈱
974 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０８２ 082 九鬼肥料工業㈱
975 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０８２－３号 082 九鬼肥料工業㈱
976 複合肥料 苦土入り高度複合８０２号 802 九鬼肥料工業㈱
977 複合肥料 苦土入り高度複合９４３号 943 九鬼肥料工業㈱
978 複合肥料 苦土入り高度複合肥料４０４ 404 九鬼肥料工業㈱
979 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２２１号 221 九鬼肥料工業㈱
980 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ２０５号 Ｓ205 九鬼肥料工業㈱
981 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ６３１Ｚｎ号 Ｓ631 九鬼肥料工業㈱
982 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ６９０号 有Ｓ690 九鬼肥料工業㈱
983 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ４９０号 有Ｓ490 九鬼肥料工業㈱
984 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ３２０－３号 有Ｓ320 九鬼肥料工業㈱
985 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ００６号 ＮＳ006 九鬼肥料工業㈱
986 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合肥料Ｓ８５０Ｚｎ号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
987 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＰＳ６００号 Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
988 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料１２１号 有121 九鬼肥料工業㈱
989 複合肥料 苦土入り高度複合肥料００２号 002 九鬼肥料工業㈱
990 複合肥料 苦土入り高度複合５５０号 550 九鬼肥料工業㈱
991 複合肥料 高度複合肥料０６３号 063 九鬼肥料工業㈱
992 複合肥料 苦土入り高度複合肥料１３０号 130 九鬼肥料工業㈱
993 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ１１１号 Ｓ111 九鬼肥料工業㈱
994 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ７３２－３号 有Ｓ732 九鬼肥料工業㈱
995 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ１２１－３号 Ｓ121 九鬼肥料工業㈱
996 複合肥料 苦土入り高度複合４６２号 462 九鬼肥料工業㈱
997 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２８３号 283 九鬼肥料工業㈱
998 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７５０号 Ｓ750 九鬼肥料工業㈱
999 複合肥料 苦土入り高度複合５５０ 550 九鬼肥料工業㈱

1000 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７５３号 Ｓ753 九鬼肥料工業㈱
1001 複合肥料 苦土入り粒状複合Ｓ８５３号 Ｓ853 九鬼肥料工業㈱
1002 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３５３号 Ｓ353 九鬼肥料工業㈱
1003 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ１０２６号 1026 九鬼肥料工業㈱
1004 複合肥料 苦土入り高度複合肥料６２２号 622 九鬼肥料工業㈱
1005 複合肥料 高度複合肥料４５５号 455 九鬼肥料工業㈱
1006 複合肥料 苦土入り高度複合４０３号 403 九鬼肥料工業㈱
1007 複合肥料 苦土入り高度複合２８３号 283 九鬼肥料工業㈱
1008 複合肥料 高度複合肥料４８３号 483 九鬼肥料工業㈱
1009 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ０５８号 Ｓ058 九鬼肥料工業㈱
1010 複合肥料 苦土入り高度複合３０６号 306 九鬼肥料工業㈱
1011 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３５４号 354 九鬼肥料工業㈱
1012 複合肥料 高度複合肥料Ｌ４００号 400 九鬼肥料工業㈱
1013 複合肥料 複合肥料３６８号 368 九鬼肥料工業㈱
1014 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＰＳ００４号 Ｓ004 九鬼肥料工業㈱
1015 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｓ２１２号 Ｓ212 九鬼肥料工業㈱
1016 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ９５２号 Ｓ952 九鬼肥料工業㈱
1017 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＰＳ１６４号 Ｓ164 九鬼肥料工業㈱
1018 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８００号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1019 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合１号 Ｓ1 九鬼肥料工業㈱
1020 複合肥料 高度複合肥料５４２号 542 九鬼肥料工業㈱
1021 複合肥料 高度複合肥料２８２号 282 九鬼肥料工業㈱
1022 複合肥料 高度複合肥料Ｃｕ０５１号 051 九鬼肥料工業㈱
1023 複合肥料 高度複合肥料００５号 005 九鬼肥料工業㈱
1024 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ００２号 002 九鬼肥料工業㈱
1025 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８５０－３Ｃｕ号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
1026 複合肥料 高度複合肥料５５５号 555 九鬼肥料工業㈱
1027 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ２１１号 211 九鬼肥料工業㈱
1028 複合肥料 苦土有機ほう素入り高度複合ＮＳ１９８号 有ＮＳ198 九鬼肥料工業㈱
1029 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ９９２号 有Ｓ992 九鬼肥料工業㈱
1030 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８０８号 Ｓ808 九鬼肥料工業㈱
1031 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ０８９－３号 Ｓ089 九鬼肥料工業㈱
1032 複合肥料 有機入り特配１号 有1 九鬼肥料工業㈱
1033 複合肥料 複合肥料ＮＫ１７１０号 1710 九鬼肥料工業㈱
1034 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ８１５号 ＮＳ815 九鬼肥料工業㈱
1035 複合肥料 苦土入り高度複合４５６号 456 九鬼肥料工業㈱
1036 複合肥料 高度複合肥料８１０号 810 九鬼肥料工業㈱
1037 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合肥料Ｓ０５０Ｚｎ号 Ｓ050 九鬼肥料工業㈱
1038 複合肥料 苦土入り粒状複合１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
1039 複合肥料 高度複合肥料４５３号 453 九鬼肥料工業㈱
1040 複合肥料 高度複合肥料２６５号 265 九鬼肥料工業㈱
1041 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料０５０号 有050 九鬼肥料工業㈱
1042 複合肥料 高度複合肥料４６９号 469 九鬼肥料工業㈱
1043 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ４２８号 有Ｓ428 九鬼肥料工業㈱
1044 複合肥料 複合肥料ＮＫＳ７０号 Ｓ70 九鬼肥料工業㈱
1045 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ０１４号 Ｓ014 九鬼肥料工業㈱
1046 複合肥料 高度複合肥料５７２号 572 九鬼肥料工業㈱
1047 複合肥料 高度複合肥料６０４号 604 九鬼肥料工業㈱
1048 複合肥料 高度複合肥料５０２号 502 九鬼肥料工業㈱
1049 複合肥料 高度複合肥料２６８号 268 九鬼肥料工業㈱
1050 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ５８０号 ＮＳ580 九鬼肥料工業㈱
1051 複合肥料 苦土入り高度複合肥料３８６号 386 九鬼肥料工業㈱
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1052 複合肥料 高度複合肥料６８６号 686 九鬼肥料工業㈱
1053 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＰＳ８０８号 Ｓ808 九鬼肥料工業㈱
1054 複合肥料 高度複合肥料ＰＳ５０３号 503 九鬼肥料工業㈱
1055 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８００号 800 九鬼肥料工業㈱
1056 複合肥料 高度複合肥料８０７号 807 九鬼肥料工業㈱
1057 複合肥料 苦土入り高度複合肥料８８８号 888 九鬼肥料工業㈱
1058 複合肥料 苦土入り高度複合５５５号 555 九鬼肥料工業㈱
1059 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料ＮＳ２８８号 ＮＳ288 九鬼肥料工業㈱
1060 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ７４８号 Ｓ748 九鬼肥料工業㈱
1061 複合肥料 高度複合肥料Ｌ６５５号 655 九鬼肥料工業㈱
1062 複合肥料 苦土ほう素有機入り高度複合肥料Ｓ２１０号 有Ｓ210 九鬼肥料工業㈱
1063 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２５７号 257 九鬼肥料工業㈱
1064 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ３５９号 Ｓ359 九鬼肥料工業㈱
1065 複合肥料 高度複合肥料００８号 008 九鬼肥料工業㈱
1066 複合肥料 高度複合肥料１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
1067 複合肥料 複合肥料Ｃｕ００５号 005 九鬼肥料工業㈱
1068 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０５８号 058 九鬼肥料工業㈱
1069 複合肥料 苦土入り高度複合肥料０５２号 052 九鬼肥料工業㈱
1070 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＰＳ６００号 有Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
1071 複合肥料 有機入り特配５号・Ｓ８６０ 有Ｓ5 九鬼肥料工業㈱
1072 複合肥料 苦土入り高度複合３５４号 354 九鬼肥料工業㈱
1073 複合肥料 苦土入り高度複合５５６号 556 九鬼肥料工業㈱
1074 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＰＫ３０号 30 九鬼肥料工業㈱
1075 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合２号 Ｓ2 九鬼肥料工業㈱
1076 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ２０１７号 2017 九鬼肥料工業㈱
1077 複合肥料 有機入り特配６号・Ｓ３１４ 有Ｓ6 九鬼肥料工業㈱
1078 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８５３ Ｓ853 九鬼肥料工業㈱
1079 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ１１２５号 1125 九鬼肥料工業㈱
1080 複合肥料 苦土入り高度複合肥料００８号 008 九鬼肥料工業㈱
1081 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２８６号 286 九鬼肥料工業㈱
1082 複合肥料 苦土入り高度複合００４号 004 九鬼肥料工業㈱
1083 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ００２号 Ｓ002 九鬼肥料工業㈱
1084 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ０８９Ｚｎ号 Ｓ089 九鬼肥料工業㈱
1085 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＰＫ２２号 22 九鬼肥料工業㈱
1086 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＰ５８号 58 九鬼肥料工業㈱
1087 複合肥料 高度複合肥料５５６号 556 九鬼肥料工業㈱
1088 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ６６０号 660 九鬼肥料工業㈱
1089 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合０５０ＣｕＺｎ号 050 九鬼肥料工業㈱
1090 複合肥料 高度複合肥料０３０号 030 九鬼肥料工業㈱
1091 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ６５０号 Ｓ650 九鬼肥料工業㈱
1092 複合肥料 苦土有機入り特配Ｓ５３７号 有Ｓ537 九鬼肥料工業㈱
1093 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料特配Ｓ５３７号 有Ｓ537 九鬼肥料工業㈱
1094 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料Ｓ７００号 有Ｓ700 九鬼肥料工業㈱
1095 複合肥料 高度複合肥料５０４号 504 九鬼肥料工業㈱
1096 複合肥料 高度複合肥料０８３号 083 九鬼肥料工業㈱
1097 複合肥料 高度複合肥料Ｖ２８２号 Ｖ282 九鬼肥料工業㈱
1098 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ０９２号 ＮＳ092 九鬼肥料工業㈱
1099 複合肥料 ヨーリン入り高度複合肥料Ｓ１９１号 Ｓ191 九鬼肥料工業㈱
1100 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ２０１１号 2011 九鬼肥料工業㈱
1101 複合肥料 高度複合肥料ＮＫ１７３５号 1735 九鬼肥料工業㈱
1102 複合肥料 苦土入り複合肥料５７５号 575 九鬼肥料工業㈱
1103 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｐ８５０号 850 九鬼肥料工業㈱
1104 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２００号 200 九鬼肥料工業㈱
1105 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合ＮＳ０６８号 ＮＳ068 九鬼肥料工業㈱
1106 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ００８号 Ｓ008 九鬼肥料工業㈱
1107 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｓ００８号 Ｓ008 九鬼肥料工業㈱
1108 複合肥料 苦土入り高度複合ＰＳ６００号 Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
1109 複合肥料 特配８号 8 九鬼肥料工業㈱
1110 複合肥料 苦土有機入り高度複合肥料ＮＳ０９２号 有ＮＳ092 九鬼肥料工業㈱
1111 複合肥料 高度複合肥料５６５号 565 九鬼肥料工業㈱
1112 複合肥料 高度複合肥料３８１号 381 九鬼肥料工業㈱
1113 複合肥料 硫酸苦土入り高度複合５７５号 575 九鬼肥料工業㈱
1114 複合肥料 苦土入り高度複合肥料７５３号 753 九鬼肥料工業㈱
1115 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＰＫ１５号 15 九鬼肥料工業㈱
1116 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合Ｎ５４８ＣｕＺｎ号 Ｎ548 九鬼肥料工業㈱
1117 複合肥料 苦土入り高度複合Ｎ１２１Ｚｎ号 Ｎ121 九鬼肥料工業㈱
1118 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合肥料Ｓ６６０Ｚｎ号 Ｓ660 九鬼肥料工業㈱
1119 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｖ２８２号 Ｖ282 九鬼肥料工業㈱
1120 複合肥料 苦土入り粒状複合肥料５５６号 556 九鬼肥料工業㈱
1121 複合肥料 高度複合肥料Ｃｕ８５８号 858 九鬼肥料工業㈱
1122 複合肥料 高度複合肥料Ｃｕ８５５号 855 九鬼肥料工業㈱
1123 複合肥料 粒状複合肥料５５６号 556 九鬼肥料工業㈱
1124 複合肥料 高度複合肥料５５５Ｋ号 555 九鬼肥料工業㈱
1125 複合肥料 苦土ほう素亜鉛入り高度複合ＰＳ００４Ｚｎ号 Ｓ004 九鬼肥料工業㈱
1126 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｐ８５０Ｃｕ号 850 九鬼肥料工業㈱
1127 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合肥料Ｓ５８５号 Ｓ585 九鬼肥料工業㈱
1128 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ８２０号 820 九鬼肥料工業㈱
1129 複合肥料 苦土入り高度複合０８２号 082 九鬼肥料工業㈱
1130 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５００号 500 九鬼肥料工業㈱
1131 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｃｕ８００号 800 九鬼肥料工業㈱
1132 複合肥料 苦土入り高度複合肥料５０３号 503 九鬼肥料工業㈱
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1133 複合肥料 苦土入り高度複合４８４号 484 九鬼肥料工業㈱
1134 複合肥料 苦土入り高度複合肥料ＮＳ７０２号 ＮＳ702 九鬼肥料工業㈱
1135 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３００号 Ｓ300 九鬼肥料工業㈱
1136 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６６０号 Ｓ660 九鬼肥料工業㈱
1137 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合４号 Ｓ4 九鬼肥料工業㈱
1138 複合肥料 高度複合肥料６８３号 683 九鬼肥料工業㈱
1139 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８２０ Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
1140 複合肥料 複合肥料４３８号 438 九鬼肥料工業㈱
1141 複合肥料 銅・亜鉛入り複合肥料６１７ＣｕＺｎ号 617 九鬼肥料工業㈱
1142 複合肥料 銅・亜鉛入り高度複合４５５ＣｕＺｎ号 455 九鬼肥料工業㈱
1143 複合肥料 銅・亜鉛入り高度複合４５０ＣｕＺｎ号 450 九鬼肥料工業㈱
1144 複合肥料 銅・亜鉛入り高度複合４５６ＣｕＺｎ号 456 九鬼肥料工業㈱
1145 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８００号 800 九鬼肥料工業㈱
1146 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｓ５号 Ｓ5 九鬼肥料工業㈱
1147 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合Ｓ６号 Ｓ6 九鬼肥料工業㈱
1148 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合Ｖ３６３号 Ｖ363 九鬼肥料工業㈱
1149 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ１２１号 ＮＳ121 九鬼肥料工業㈱
1150 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８７号 Ｓ387 九鬼肥料工業㈱
1151 複合肥料 苦土入り高度複合４６０号 460 九鬼肥料工業㈱
1152 複合肥料 有機入り特配１０号 有10 九鬼肥料工業㈱
1153 複合肥料 苦土有機入り高度複合特５９６号 有特596 九鬼肥料工業㈱
1154 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６００号 Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
1155 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｖ５４０号 Ｖ540 九鬼肥料工業㈱
1156 複合肥料 苦土入り高度複合４４０号 440 九鬼肥料工業㈱
1157 複合肥料 高度複合肥料４６０号 460 九鬼肥料工業㈱
1158 複合肥料 高度複合肥料ＰＫ１５号 15 九鬼肥料工業㈱
1159 複合肥料 苦土入り高度複合７０２号 702 九鬼肥料工業㈱
1160 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ１５２号 Ｓ152 九鬼肥料工業㈱
1161 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８００Ｃｕ号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1162 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ１２１号 121 九鬼肥料工業㈱
1163 複合肥料 苦土入り高度複合３０８号 308 九鬼肥料工業㈱
1164 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８２０号 Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
1165 複合肥料 有機入り特配１１号 有Ｓ11 九鬼肥料工業㈱
1166 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ９４７号 Ｓ947 九鬼肥料工業㈱
1167 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ２００Ｚｎ号 Ｓ200 九鬼肥料工業㈱
1168 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ７０２号 Ｓ702 九鬼肥料工業㈱
1169 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８０７号 Ｓ807 九鬼肥料工業㈱
1170 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６５７号 Ｓ687 九鬼肥料工業㈱
1171 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８１０号 Ｓ810 九鬼肥料工業㈱
1172 複合肥料 高度複合肥料ＮＰ８０号 80 九鬼肥料工業㈱
1173 複合肥料 苦土入り高度複合ＰＫＳ２０１０－３号 Ｓ2010 九鬼肥料工業㈱
1174 複合肥料 苦土入り粒状複合肥料Ｓ８２０号 Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
1175 複合肥料 高度複合６２２号 622 九鬼肥料工業㈱
1176 複合肥料 苦土入り高度複合６５０号 650 九鬼肥料工業㈱
1177 複合肥料 苦土入り高度複合７００号 700 九鬼肥料工業㈱
1178 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＳ０８７号 ＮＳ087 九鬼肥料工業㈱
1179 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ００２号 002 九鬼肥料工業㈱
1180 複合肥料 苦土入り追肥用複合肥料４５６号 456 九鬼肥料工業㈱
1181 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８５６号 856 九鬼肥料工業㈱
1182 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ６５０号 650 九鬼肥料工業㈱
1183 複合肥料 苦土尿素入り高度複合５５０号 550 九鬼肥料工業㈱
1184 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ７４２Ｚｎ号 Ｓ742 九鬼肥料工業㈱
1185 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ１５２号 Ｓ152 九鬼肥料工業㈱
1186 複合肥料 高度複合肥料ＮＰ６０号 60 九鬼肥料工業㈱
1187 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ８２０Ｚｎ号 Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
1188 複合肥料 高度複合肥料ＮＰ２０２０号 ＮＰ2020 九鬼肥料工業㈱
1189 複合肥料 特配１２号 Ｓ12 九鬼肥料工業㈱
1190 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＰ９５号 ＮＰ95 九鬼肥料工業㈱
1191 複合肥料 苦土入りシリカブレンド追肥１６号－７ 16 九鬼肥料工業㈱
1192 複合肥料 苦土入りシリカブレンド追肥１８号－７ 18 九鬼肥料工業㈱
1193 複合肥料 苦土入りシリカブレンド追肥２０号－４ 20 九鬼肥料工業㈱
1194 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ７８５号 有Ｓ785 九鬼肥料工業㈱
1195 複合肥料 苦土入り高度複合５０８号 508 九鬼肥料工業㈱
1196 複合肥料 苦土入り高度複合２０８号 208 九鬼肥料工業㈱
1197 複合肥料 高度複合２２０号 220 九鬼肥料工業㈱
1198 複合肥料 高度複合１２２号 122 九鬼肥料工業㈱
1199 複合肥料 苦土入り高度複合２５５号 255 九鬼肥料工業㈱
1200 複合肥料 苦土入り高度複合０３３号 033 九鬼肥料工業㈱
1201 複合肥料 苦土入り複合肥料５６５Ｋ号 565 九鬼肥料工業㈱
1202 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ２２３号 223 九鬼肥料工業㈱
1203 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８５０号 850 九鬼肥料工業㈱
1204 複合肥料 加工苦土入りシリカブレンドＣｕ８０８号－３ 808 九鬼肥料工業㈱
1205 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ１０１号 Ｓ101 九鬼肥料工業㈱
1206 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８５８号 858 九鬼肥料工業㈱
1207 複合肥料 苦土入り高度複合００２－５号 002 九鬼肥料工業㈱
1208 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ０８３Ｃａ号 Ｓ083 九鬼肥料工業㈱
1209 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ００６－６号 Ｓ006 九鬼肥料工業㈱
1210 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８００－４号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1211 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ７４９－３号 Ｓ749 九鬼肥料工業㈱
1212 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合アルファルファ０５０号 050 九鬼肥料工業㈱
1213 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ００７号 007 九鬼肥料工業㈱



№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
1214 複合肥料 苦土入り高度複合５００－２号 500 九鬼肥料工業㈱
1215 複合肥料 苦土入り高度複合８６６－４号 866 九鬼肥料工業㈱
1216 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ２０６号 Ｓ206 九鬼肥料工業㈱
1217 複合肥料 腐植酸苦土入り複合肥料Ｓ８８８号 Ｓ888 九鬼肥料工業㈱
1218 複合肥料 腐植酸苦土入り複合肥料ＮＫＳ８８号 Ｓ88 九鬼肥料工業㈱
1219 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ７０８－５号 有Ｓ708 九鬼肥料工業㈱
1220 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５０８－２号 Ｓ508 九鬼肥料工業㈱
1221 複合肥料 加工苦土入り高度複合肥料４５０号 450 九鬼肥料工業㈱
1222 複合肥料 苦土入り高度複合６５２－５号 652 九鬼肥料工業㈱
1223 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３３９－６号 Ｓ339 九鬼肥料工業㈱
1224 複合肥料 腐植酸苦土入り高度複合ＮＳ００８Ｚｎ号 ＮＳ008 九鬼肥料工業㈱
1225 複合肥料 有機入り特配１３号 有Ｓ13 九鬼肥料工業㈱
1226 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ２８６号 Ｓ286 九鬼肥料工業㈱
1227 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ８００Ｚｎ号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1228 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ４８８号 488 九鬼肥料工業㈱
1229 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ７９３－７号 Ｓ793 九鬼肥料工業㈱
1230 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＰ８２号 82 九鬼肥料工業㈱
1231 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ９００Ｚｎ号 Ｓ900 九鬼肥料工業㈱
1232 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６１７－６号 Ｓ617 九鬼肥料工業㈱
1233 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ８００－３Ｚｎ号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1234 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合０５８Ｚｎ号 058 九鬼肥料工業㈱
1235 複合肥料 加工苦土入り高度複合Ｓ５０８Ｃｕ号 Ｓ508 九鬼肥料工業㈱
1236 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合Ｓ８２０Ｃｕ号 Ｓ820 九鬼肥料工業㈱
1237 複合肥料 加工苦土入り高度複合００２－２号 002 九鬼肥料工業㈱
1238 複合肥料 苦土・石灰入り高度複合Ｃｕ８０８号 808 九鬼肥料工業㈱
1239 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８１５－６号 Ｓ815 九鬼肥料工業㈱
1240 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合ＮＳ２００Ｚｎ号 ＮＳ200 九鬼肥料工業㈱
1241 複合肥料 苦土入り高度複合２０８－７号 208 九鬼肥料工業㈱
1242 複合肥料 腐植酸苦土入り高度複合ＮＳ６３９号 ＮＳ639 九鬼肥料工業㈱
1243 複合肥料 苦土入り高度複合０５５Ｋ号 055 九鬼肥料工業㈱
1244 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８８７－７号 Ｓ887 九鬼肥料工業㈱
1245 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｕ０３８－６号 038 九鬼肥料工業㈱
1246 複合肥料 苦土入り高度複合Ｕ５３８－３号 538 九鬼肥料工業㈱
1247 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８００－３号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1248 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８４０－５Ｃｕ号 Ｓ840 九鬼肥料工業㈱
1249 複合肥料 被覆窒素入り高度複合０８２Ｌ号 082 九鬼肥料工業㈱
1250 複合肥料 苦土ほう素被覆窒素入り高度複合２７１Ｌ号 271 九鬼肥料工業㈱
1251 複合肥料 苦土入り高度複合２５０－４号 250 九鬼肥料工業㈱
1252 複合肥料 腐植酸苦土入り高度複合Ｓ８００号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1253 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６３０－９号 Ｓ630 九鬼肥料工業㈱
1254 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＰ５５号 55 九鬼肥料工業㈱
1255 複合肥料 苦土入り複合肥料ＮＰ４０号 40 九鬼肥料工業㈱
1256 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８５－４号 Ｓ385 九鬼肥料工業㈱
1257 複合肥料 マンガンほう素被覆窒素入り高度複合５７６Ｌ号 576 九鬼肥料工業㈱
1258 複合肥料 高度複合肥料７５２号 752 九鬼肥料工業㈱
1259 複合肥料 苦土入り高度複合４４０－６号 440 九鬼肥料工業㈱
1260 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８５５－３号 855 九鬼肥料工業㈱
1261 複合肥料 高度複合肥料６８０号 680 九鬼肥料工業㈱
1262 複合肥料 苦土入り高度複合３８０－４号 380 九鬼肥料工業㈱
1263 複合肥料 苦土入り高度複合０８８－４号 088 九鬼肥料工業㈱
1264 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ８５０－５号 Ｓ850 九鬼肥料工業㈱
1265 複合肥料 高度複合肥料Ｓ１１１号 Ｓ111 九鬼肥料工業㈱
1266 複合肥料 加工苦土入り複合肥料ＮＫ１４０７号 1407 九鬼肥料工業㈱
1267 複合肥料 苦土入り高度複合肥料２００－７号 200 九鬼肥料工業㈱
1268 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ０８４－３号 Ｓ084 九鬼肥料工業㈱
1269 複合肥料 複合肥料５６５ＫＷ号 565 九鬼肥料工業㈱
1270 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＰ０６号 06 九鬼肥料工業㈱
1271 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ３５２－３号 Ｖ352 九鬼肥料工業㈱
1272 複合肥料 高度複合肥料５０５号 505 九鬼肥料工業㈱
1273 複合肥料 複合肥料３２８号 328 九鬼肥料工業㈱
1274 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３８５－３号 Ｓ385 九鬼肥料工業㈱
1275 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３０８－３号 Ｓ308 九鬼肥料工業㈱
1276 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ０４０－３号 Ｖ040 九鬼肥料工業㈱
1277 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５５５－３号 Ｓ555 九鬼肥料工業㈱
1278 複合肥料 苦土入り高度複合８４４－４号 844 九鬼肥料工業㈱
1279 複合肥料 ＵＦ入り特配１４号 14 九鬼肥料工業㈱
1280 複合肥料 苦土入り高度複合４７０－３号 470 九鬼肥料工業㈱
1281 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８００－３号 Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1282 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ４２２－３号 Ｓ422 九鬼肥料工業㈱
1283 複合肥料 苦土入り高度複合５０８－３号 508 九鬼肥料工業㈱
1284 複合肥料 苦土入り複合肥料００８－３号 008 九鬼肥料工業㈱
1285 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｓ２７７Ｌ号 Ｓ277 九鬼肥料工業㈱
1286 複合肥料 苦土入り高度複合０４４－４号 044 九鬼肥料工業㈱
1287 複合肥料 高度複合５００号 500 九鬼肥料工業㈱
1288 複合肥料 苦土入り高度複合４８０－２号 480 九鬼肥料工業㈱
1289 複合肥料 苦土入り高度複合ＮＫＳ２３１２号 Ｓ2312 九鬼肥料工業㈱
1290 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８３８Ｃａ号 838 九鬼肥料工業㈱
1291 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ１３１－３号 131 九鬼肥料工業㈱
1292 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８５０－３号 850 九鬼肥料工業㈱
1293 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ８８８Ｃａ号 888 九鬼肥料工業㈱
1294 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ３５７Ｌ号 357 九鬼肥料工業㈱



№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
1295 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ６２９－３号 629 九鬼肥料工業㈱
1296 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｓ６００ＬＺｎ号 Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
1297 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ４３４－４号 434 九鬼肥料工業㈱
1298 複合肥料 苦土入り高度複合５８０－３号 580 九鬼肥料工業㈱
1299 複合肥料 苦土入り複合肥料１７９－４号 179 九鬼肥料工業㈱
1300 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５４７－４号 Ｓ547 九鬼肥料工業㈱
1301 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ１８７Ｃａ号 ＮＳ187 九鬼肥料工業㈱
1302 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ２５８－３号 Ｓ258 九鬼肥料工業㈱
1303 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ２６８－３号 ＮＳ268 九鬼肥料工業㈱
1304 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ５５０－３Ｚｎ号 Ｓ550 九鬼肥料工業㈱
1305 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ４００Ｃａ号 ＮＳ400 九鬼肥料工業㈱
1306 複合肥料 被覆窒素入り高度複合ＮＳ５６２Ｌ号 ＮＳ562 九鬼肥料工業㈱
1307 複合肥料 苦土入り高度複合２２０－４号 220 九鬼肥料工業㈱
1308 複合肥料 ＣＩ有機入り特注配合１号 有1 九鬼肥料工業㈱
1309 複合肥料 被覆窒素入り追肥Ｎ３０Ｌ号 Ｎ30 九鬼肥料工業㈱
1310 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｓ４００Ｌ号 Ｓ400 九鬼肥料工業㈱
1311 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ８００号 有Ｓ800 九鬼肥料工業㈱
1312 複合肥料 高度複合ＮＰ２１３７号 2137 九鬼肥料工業㈱
1313 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３４３－３号 Ｓ343 九鬼肥料工業㈱
1314 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｓ２０２－５号 Ｓ202 九鬼肥料工業㈱
1315 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ４８２－６号 Ｓ482 九鬼肥料工業㈱
1316 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ３９３－５号 393 九鬼肥料工業㈱
1317 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ３８１－４号 381 九鬼肥料工業㈱
1318 複合肥料 苦土ＵＦ入り高度複合８２０－５Ｚｎ号 820 九鬼肥料工業㈱
1319 複合肥料 高度複合０５５号 055 九鬼肥料工業㈱
1320 複合肥料 複合肥料７０２号 702 九鬼肥料工業㈱
1321 複合肥料 高度複合８４４号 844 九鬼肥料工業㈱
1322 複合肥料 複合肥料ＮＰ５０号 50 九鬼肥料工業㈱
1323 複合肥料 苦土入り高度複合７８３－７号 783 九鬼肥料工業㈱
1324 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ２５７Ｌ号 257 九鬼肥料工業㈱
1325 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３２７ＺｎＣａ号 Ｓ327 九鬼肥料工業㈱
1326 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ２７８－３号 ＮＳ278 九鬼肥料工業㈱
1327 複合肥料 硫酸苦土入り高度複合Ｓ４４７－４号 Ｓ447 九鬼肥料工業㈱
1328 複合肥料 苦土ほう素入り複合肥料１７９－４号 179 九鬼肥料工業㈱
1329 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ６４０－３Ｚｎ号 Ｓ640 九鬼肥料工業㈱
1330 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合新ＮＳ１２１Ｒ－３号 ＮＳ121 九鬼肥料工業㈱
1331 複合肥料 被覆窒素被覆加里入り高度複合ＮＳ６６４Ｌ号 ＮＳ664 九鬼肥料工業㈱
1332 複合肥料 ＣＩ有機入り特注配合２号 有2 九鬼肥料工業㈱
1333 複合肥料 エンテック２０７ 207 九鬼肥料工業㈱
1334 複合肥料 エンテック０９０ 090 九鬼肥料工業㈱
1335 複合肥料 エンテック１７ 17 九鬼肥料工業㈱
1336 複合肥料 被覆加里入り高度複合Ｓ１３１号 Ｓ131 九鬼肥料工業㈱
1337 複合肥料 苦土入り高度複合新Ｓ１１６－５号 Ｓ116 九鬼肥料工業㈱
1338 複合肥料 苦土入り高度複合Ｕ０４０号 040 九鬼肥料工業㈱
1339 複合肥料 ＵＦ入り特配１５号 15 九鬼肥料工業㈱
1340 複合肥料 苦土入り高度複合６８６－２号 686 九鬼肥料工業㈱
1341 複合肥料 苦土入り高度複合４４０－３号 440 九鬼肥料工業㈱
1342 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｓ１８０Ｌ号 Ｓ180 九鬼肥料工業㈱
1343 複合肥料 苦土入り複合肥料ＮＫ１５１２号 1512 九鬼肥料工業㈱
1344 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ００８－２号 008 九鬼肥料工業㈱
1345 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ１６６Ｌ号 166 九鬼肥料工業㈱
1346 複合肥料 苦土マンガン入り高度複合１２１Ｍｎ号 121 九鬼肥料工業㈱
1347 複合肥料 苦土入り高度複合９００－５号 900 九鬼肥料工業㈱
1348 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合アミノＳ８２６号 Ｓ826 九鬼肥料工業㈱
1349 複合肥料 苦土有機入り高度複合Ｓ６００号 有Ｓ600 九鬼肥料工業㈱
1350 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ００８Ｌ号 008 九鬼肥料工業㈱
1351 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ４２８Ｃａ号 ＮＳ428 九鬼肥料工業㈱
1352 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３５２ＺｎＣａ号 Ｓ352 九鬼肥料工業㈱
1353 複合肥料 苦土被覆窒素入り高度複合Ｓ１７９Ｌ号 Ｓ179 九鬼肥料工業㈱
1354 複合肥料 エンテック入りＮＳ６５５ ＮＳ655 九鬼肥料工業㈱
1355 複合肥料 ＣＩ有機入り特注配合３号 有3 九鬼肥料工業㈱
1356 複合肥料 苦土入り高度複合４４３－３号 443 九鬼肥料工業㈱
1357 複合肥料 高度複合Ｓ８１７号 Ｓ817 九鬼肥料工業㈱
1358 複合肥料 被覆加里入り高度複合４４４号 444 九鬼肥料工業㈱
1359 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ０３３号 033 九鬼肥料工業㈱
1360 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ２００－３号 Ｓ200 九鬼肥料工業㈱
1361 複合肥料 高度複合３８３号 383 九鬼肥料工業㈱
1362 複合肥料 高度複合０５２号 052 九鬼肥料工業㈱
1363 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ６７８号 678 九鬼肥料工業㈱
1364 複合肥料 ＵＦ入り特配１６号 16 九鬼肥料工業㈱
1365 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ７７０－３号 Ｓ770 九鬼肥料工業㈱
1366 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ４８８Ｃａ号 ＮＳ488 九鬼肥料工業㈱
1367 複合肥料 特配１４号ＵＦ３ 14 九鬼肥料工業㈱
1368 複合肥料 特配１５号ＵＦ３ 15 九鬼肥料工業㈱
1369 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６２５－６号 Ｓ625 九鬼肥料工業㈱
1370 複合肥料 苦土入り高度複合ＰＫ２０１０－５号 2010 九鬼肥料工業㈱
1371 複合肥料 硫酸苦土入り高度複合Ｎ０８７ＴＧ号 Ｎ087 九鬼肥料工業㈱
1372 複合肥料 ＣＩ有機入り特注配合４号 有4 九鬼肥料工業㈱
1373 複合肥料 苦土入り高度複合Ｖ６８８－４号 Ｖ688 九鬼肥料工業㈱
1374 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５６１－５号 Ｓ561 九鬼肥料工業㈱
1375 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｌ８２６号 826 九鬼肥料工業㈱



№ 区分 肥料の種類 肥料の名称 商品名（ペットネーム） 製造メーカー
1376 複合肥料 加工苦土入り複合肥料Ｐ４５３号 453 九鬼肥料工業㈱
1377 複合肥料 苦土入り高度複合５５５Ｋ－５号 555 九鬼肥料工業㈱
1378 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ５４６－２号 Ｓ546 九鬼肥料工業㈱
1379 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ１２１－５号 121 九鬼肥料工業㈱
1380 複合肥料 高度複合２０７号 207 九鬼肥料工業㈱
1381 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ６７８Ｃｕ号 Ｓ678 九鬼肥料工業㈱
1382 複合肥料 苦土マンガン入り高度複合Ｓ６０５ＣｕＺｎ号 Ｓ605 九鬼肥料工業㈱
1383 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ４４０－４号 Ｓ440 九鬼肥料工業㈱
1384 複合肥料 加工苦土入り高度複合ＮＳ１５８号 ＮＳ158 九鬼肥料工業㈱
1385 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ７００Ｚｎ号 Ｓ700 九鬼肥料工業㈱
1386 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ３００－３号 Ｓ300 九鬼肥料工業㈱
1387 複合肥料 高度複合ＮＮＫ２０２０号 Ｎ2020 九鬼肥料工業㈱
1388 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ０８８－３号 088 九鬼肥料工業㈱
1389 複合肥料 硫酸苦土入り高度複合Ｓ０５２－８号 Ｓ052 九鬼肥料工業㈱
1390 複合肥料 硫酸苦土入り高度複合Ｓ６８５－８号 Ｓ685 九鬼肥料工業㈱
1391 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｃｕ８５５Ｃａ号 855 九鬼肥料工業㈱
1392 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０５５Ｃａ号 055 九鬼肥料工業㈱
1393 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｓ６５８Ｃａ号 Ｓ658 九鬼肥料工業㈱
1394 複合肥料 苦土入り高度複合Ｓ７５８ＺｎＣａ号 Ｓ758 九鬼肥料工業㈱
1395 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ０７２号 072 九鬼肥料工業㈱
1396 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｃｕ２２１Ｃａ号 221 九鬼肥料工業㈱
1397 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ１５７Ｃａ号 ＮＳ157 九鬼肥料工業㈱
1398 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ２５６Ｃａ号 ＮＳ256 九鬼肥料工業㈱
1399 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ３５６Ｃａ号 ＮＳ356 九鬼肥料工業㈱
1400 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃｕ２２２－２号 222 九鬼肥料工業㈱
1401 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｃｕ８５６Ｃａ号 856 九鬼肥料工業㈱
1402 複合肥料 被覆窒素入り高度複合Ｃｕ２４５Ｌ号 245 九鬼肥料工業㈱
1403 複合肥料 苦土入り高度複合０８８－３号 088 九鬼肥料工業㈱
1404 複合肥料 苦土入り複合肥料追肥５４５号 545 九鬼肥料工業㈱
1405 複合肥料 複合肥料ＮＫ２００５号 2005 九鬼肥料工業㈱
1406 複合肥料 苦土入り高度複合肥料Ｓ８５８Ｃａ号 Ｓ858 九鬼肥料工業㈱
1407 複合肥料 苦土ほう素入り高度複合ＮＳ７８７号 ＮＳ787 九鬼肥料工業㈱
1408 複合肥料 苦土マンガンほう素入り高度複合ＮＳ４０８Ｃａ号 ＮＳ408 九鬼肥料工業㈱
1409 複合肥料 苦土亜鉛入り高度複合Ｓ１５３Ｚｎ号 Ｓ153 九鬼肥料工業㈱
1410 複合肥料 苦土入り高度複合Ｃａ０９０－３号 090 九鬼肥料工業㈱
1411 複合肥料 苦土入り複合肥料Ｓ５５８ＺｎＣａ号 Ｓ558 九鬼肥料工業㈱
1412 りん酸質肥料 過りん酸石灰 多木17.5粒状過燐酸石灰 17.5％粒状過燐酸石灰 多木化学株式会社
1413 加里質肥料 硫酸加里 50.0硫酸加里 硫酸加里  多木化学株式会社
1414 窒素質肥料 硫酸アンモニア 硫安20.5 硫安  多木化学株式会社
1415 加里質肥料 加工りん酸肥料 特製多木17.0粒状苦土過燐酸 マグホス  多木化学株式会社
1416 加里質肥料 加工りん酸肥料 特製多木17.0粒状苦土過燐酸 マグホス細粒  多木化学株式会社
1417 加里質肥料 加工りん酸肥料 特製多木24.0粒状苦土過燐酸 ハイマグホス 多木化学株式会社
1418 加里質肥料 加工りん酸肥料 YA17.5粒状苦土過燐酸 グリンセットⅡ  多木化学株式会社
1419 指定配合肥料 完全複合九重7号 九重7号 多木化学株式会社
1420 複合肥料 化成肥料 明星新1号 明星１号  多木化学株式会社
1421 複合肥料 化成肥料 コーボしき島9号 コーボしき島9号 多木化学株式会社
1422 複合肥料 化成肥料 しき島100号 しき島100号  多木化学株式会社
1423 複合肥料 化成肥料 しき島6号 しき島6号  多木化学株式会社
1424 複合肥料 化成肥料 しき島特1号 しき島特1号  多木化学株式会社
1425 複合肥料 化成肥料 多木複合セルホス セルホス  多木化学株式会社
1426 複合肥料 化成肥料 多木複合新カスタム カスタム  多木化学株式会社
1427 複合肥料 化成肥料 硝酸態チッソ入り化成250 マグホスカＮＳ250  多木化学株式会社
1428 複合肥料 化成肥料 新硝酸態チッソ入り化成013 マグホスカＮＳ013  多木化学株式会社
1429 複合肥料 化成肥料 新硝酸態チッソ入り化成800 マグホスカＮＳ800 多木化学株式会社
1430 複合肥料 化成肥料 多木野菜専用化成250 多木野菜専用化成250  多木化学株式会社
1431 複合肥料 化成肥料 多木有機入り230MGB 多木有機230ＭＧＢ  多木化学株式会社
1432 複合肥料 化成肥料 わかば1号 わかば1号  多木化学株式会社
1433 複合肥料 化成肥料 多木有機入り複合肥料888 わかば8号  多木化学株式会社
1434 複合肥料 化成肥料 新銀河エース 銀河エース  多木化学株式会社
1435 複合肥料 化成肥料 銀河1号 銀河1号 多木化学株式会社
1436 複合肥料 化成肥料 多木苦土硫加燐安新1号 タキポリン 多木化学株式会社
1437 複合肥料 化成肥料 多木苦土入り複合タキポリン新3号 タキポリン3号  多木化学株式会社
1438 複合肥料 化成肥料 多木硫加燐安6号 タキホスカ6号 多木化学株式会社
1439 複合肥料 化成肥料 多木苦土入り複合タキポリン新3号 タキポリン350  多木化学株式会社
1440 複合肥料 化成肥料 多木尿素苦土硫加燐安495 タキホスカ495 多木化学株式会社
1441 複合肥料 化成肥料 新多木尿素苦土硫加燐安555 タキホスカ555 多木化学株式会社
1442 複合肥料 化成肥料 新尿素入り複合タキホスカ603 タキホスカ603  多木化学株式会社
1443 複合肥料 化成肥料 多木尿素複合硫加燐安286 タキホスカ286 多木化学株式会社
1444 複合肥料 化成肥料 多木化成855 タキミドリ  多木化学株式会社
1445 複合肥料 化成肥料 化成肥料633 ティーグリーン633 多木化学株式会社
1446 複合肥料 化成肥料 多木NK化成28 多木ＮＫ化成28  多木化学株式会社
1447 複合肥料 化成肥料 多木V化成 多木Ｖ化成  多木化学株式会社
1448 複合肥料 化成肥料 多木化成新8号 多木化成8号  多木化学株式会社
1449 複合肥料 化成肥料 東西尿素苦土硫加燐安新484 高度化成484 多木化学株式会社
1450 複合肥料 化成肥料 GE高度化成0581 ウイング0581 多木化学株式会社
1451 複合肥料 化成肥料 硫加燐安444 ウイング444 多木化学株式会社
1452 複合肥料 化成肥料 GE高度化成S6702 高度化成670S 多木化学株式会社
1453 複合肥料 化成肥料 高度化成320 大豆名人320Ｓ  多木化学株式会社
1454 複合肥料 化成肥料 新多木尿素入りUF化成1号 ハイストローク  多木化学株式会社
1455 複合肥料 化成肥料 CG硝酸化成肥料21-9-9 ハイペース  多木化学株式会社
1456 複合肥料 化成肥料 東西高度化成8882 ノースファーマー8  多木化学株式会社
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1457 複合肥料 化成肥料 東西銅入り高度化成8882 ノースファーマー8Ｃｕ  多木化学株式会社
1458 指定配合肥料 スカイ3113 多木化学株式会社
1459 指定配合肥料 タキコート2488ＢＤ 多木化学株式会社
1460 指定配合肥料 タキコート493ＡＢ  多木化学株式会社
1461 指定配合肥料 TKｺｰﾄ493BD 多木化学株式会社
1462 指定配合肥料 TKｺｰﾄ493D 多木化学株式会社
1463 複合肥料 化成肥料 ネオターフ268 ネオターフ268 多木化学株式会社
1464 複合肥料 化成肥料 東西ほう素有機入り複合888 有機化成8883 多木化学株式会社
1465 複合肥料 化成肥料 ファームスパイス007 ファームスパイス007 多木化学株式会社
1466 複合肥料 化成肥料 多木尿素入りUF化成1002号 グリーンステージ30 多木化学株式会社
1467 複合肥料 化成肥料 東西ほう素入り化成500 LOVE肥料500 多木化学株式会社
1468 複合肥料 化成肥料 有機入り肥料664 オンリーユーキ 多木化学株式会社
1469 複合肥料 化成肥料 新多木有機入り化成肥料0281 エコロイヤル0281 多木化学株式会社
1470 複合肥料 化成肥料 多木有機入り化成肥料042 エコロイヤル042 多木化学株式会社
1471 複合肥料 化成肥料 多木有機入り化成肥料8883 エコロイヤル8883 多木化学株式会社
1472 複合肥料 化成肥料 多木野菜専用化成288 多木野菜キープS288 多木化学株式会社
1473 複合肥料 化成肥料 多木有機入り化成新10 グルメユーキ10 多木化学株式会社
1474 複合肥料 化成肥料 微量要素有機入り化成8382 新緑のぞうさん 多木化学株式会社
1475 複合肥料 化成肥料 ナチュラリー665 ナチュラリー665 多木化学株式会社
1476 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木有機入り液肥新1号 多木有機液肥1号  多木化学株式会社
1477 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木有機入り液肥新2号 多木有機液肥2号  多木化学株式会社
1478 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 新多木有機入り液肥3号 多木有機液肥3号  多木化学株式会社
1479 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 新多木有機入り液肥11号 多木有機液肥11号  多木化学株式会社
1480 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 新多木有機入り液肥13号 多木有機液肥13号  多木化学株式会社
1481 副産肥料等 液体肥料（液体りん酸肥料） リンマグ液肥新17号 タイミング2号  多木化学株式会社
1482 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木リン酸カリ液肥 タキPK液肥  多木化学株式会社
1483 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 液状複合肥料835 アミシャワー  多木化学株式会社
1484 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） ほう素マンガン苦土入り尿素複合液肥アクセル2号 アクセル1号、2号、１１号、12号  多木化学株式会社
1485 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木複合液肥148 カリショット  多木化学株式会社
1486 加里質肥料 液体けい酸加里肥料 多木液体けい酸加里肥料16号 タフゲン  多木化学株式会社
1487 副産肥料等 液体肥料（液体微量要素複合肥料） 多木微量要素マグ液肥 マグショット  多木化学株式会社
1488 副産肥料等 液体肥料（液体微量要素複合肥料） 多木液体微量要素複合肥料1号 ライムショット  多木化学株式会社
1489 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木尿素有機入り液状複合肥料新2号 ペースト10 多木化学株式会社
1490 副産肥料等 液体肥料（液状複合肥料） 多木尿素有機入り液状複合肥料新１号 ペースト12 多木化学株式会社
1491 副産肥料等 液状肥料 尿素入り液状複合肥料新200号 ペースト200 多木化学株式会社
1492 副産肥料等 液体肥料（液体複合肥料） 多木アミノ液状複合肥料11号 ラブラブペースト 多木化学株式会社
1493 複合肥料 配合肥料 ＢＢ265ＷＧ 多木化学株式会社
1494 複合肥料 配合肥料 水稲専用ＢＢ565  多木化学株式会社


