
2016 年 4 月 25 日

認定事務局作成

有機 JAS 規格使用可能資材評価調査・検証業務

農林水産省では、平成 27 年度の補助事業として、「有機 JAS 規格使用可能資材評価調査・検証

業務」が実施されました。この業務の目的は、有機 JAS 規格で使用可能な肥料として販売されて

いたものに使用禁止資材が使用されていた事案が相次いでいることを受け、認定事業者の不適合資

材使用のリスクを軽減できるよう、資材評価の基準や手順の改善について検討することでした。

この事業の詳細については、本資料（１ｐ～4p）を確認してください。

また、この事業の成果物として「有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手順

書（平成 28 年 4 月改訂版）」と「資材評価リスト（平成 28 年 3 月 31 日時点）」が作成されま

したので、事業者の皆様に配布させていただきます。

【有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書（平成 28 年 4 月改訂版）】

改訂版の手順書には以下の点について特に留意することとされましたので、事業者の皆様におい

ても、資材の使用に際しては特段の留意をお願いします。

 新たな肥料等を使用する場合には、当該肥料等について自ら適合性を評価するだけでなく、事前

に登録認定機関等による確認を受けることが適当であること。

 同一銘柄の肥料であっても、原料として使用される魚かす、米ぬか等については、流通事情や成

分の変動等に応じ変更されることがあり得るため、過去に証明書等を入手している場合であって

も、当該証明書等の内容に変更がないか、変更された場合はその適合性が維持されているかにつ

いて、適宜確認することが適当であること（最新の資料に基づき評価を行うこと）。

【資材評価リスト（平成 28 年 3 月 31 日時点）】

このリストは、今回の検証において適合と判断された資材のうち、メーカーが公表に同意したも

のがリスト化されています。今後の資材の選択の際に参考にしてください。ただ、このリストに記

載された資材は、平成 28 年 3 月 31 日時点のものであり、それ以降の原材料や製造工程等に関す

る変更の有無については把握できていませんので、使用する場合には、資材証明書を取得して、適

合確認をする必要がありますのでご注意ください。

なお、同封している有機 JAS 資材評価協議会の「有機農産物 JAS 規格別表等への適合性評価

済み資材リスト」に記載されている資材については、従来通り、資材証明書の取得は不要です。

1p…平成 27 年度有機 JAS 規格使用可能資材評価調査・検証業務仕様書

5p…資材評価リスト（平成 28 年 3 月 31 日時点）
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平成２７年度有機ＪＡＳ規格使用可能資材評価調査・検証業務仕様書

１ 目的

有機農産物の栽培に使用する肥料等の資材が有機農産物のJAS規格で使用

可能かどうかについては、認定事業者が自ら評価し、登録認定機関が、認定

事業者による評価が適切かどうかを確認している。

こうした中、有機農産物の JAS 規格に適合するたい肥として全国的に販

売され、認定事業者の一部が使用した肥料が、実際には化学物質を使用した

当該 JAS 規格に不適合な資材であった事例が、平成２７年６月から９月に

かけて断続的に発覚した。

当該資材については、認定事業者による使用前に有機 JAS 規格で使用不

可と判別した登録認定機関も存在したことから、登録認定機関による資材評

価における問題点を検証し、「有機農産物の JAS 規格別表等資材の適合性判

断基準及び手順書」（以下「手順書」という。）の改定など必要な措置を講

じるとともに、検証を通じて、認定事業者のニーズが高いたい肥等について

有機JAS適合資材をリスト化し、認定事業者の選択に資する。

２ 事業内容

本事業は、個々の登録認定機関が有機農産物の JAS 規格で使用可能と評

価した資材について、複数の登録認定機関及び肥料の専門家で構成される民

間団体による評価プロセスの確認により、登録認定機関による資材評価の問

題点を検証し、検証結果を基に、手順書の改訂など必要な措置を講じ、併せ

て、有機 JAS規格適合資材のリスト化を行うものとする。

（１）資材評価状況調査

ア 資材評価に関連する書類の収集

（ア）国内の有機農産物の認定を行っている個々の登録認定機関から、

有機農産物の JAS 規格で使用可能と評価した、又は判定が困難なた

め JAS 規格で使用可能かどうかの評価を保留した資材のうち、次の

①②のいずれにも該当するものについて、当該評価に関連する書類

（評価記録、根拠書類等）を収集すること。

①たい肥を中心とする肥料のうち、認定事業者が現在使用してい

る、又は認定事業者から使用希望のある資材

②本事業により有機 JAS 規格適合と判断された場合、リストに掲

載し、公表することについて資材メーカーが同意した資材
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（イ）（ア）の評価に関連する書類を収集する資材の件数は、全体で 300

件以上とし、特定の認定機関が評価した資材に偏らないよう留意す

ること。

イ 評価検証委員会の設置

上記アで収集した資材について、評価検証委員会を開催し、個々の登

録認定機関から提出された資材の評価に関連する書類等を用いて、当該

資材が有機 JAS 規格適合かどうかの判定を行うこと。その際、評価に

おける問題点や手順書に反映させるべき点を明らかにすること。資材の

評価等については、肥料の専門家、登録認定機関等に所属し有機 JAS

規格や肥料等に関する知識を有する類似事業の委員経験者を含めた４名

以上で構成する評価検証委員会で行うこと。委員は、食品製造課担当者

と相談の上選定し、委員への謝金は、受注者において支払うものとする。

評価検証委員会は、上記アで収集した評価に関連する書類（３００件以

上）を検証するのに必要な回数実施すること（目安として５回）。

ウ 資材調査の実施

評価検証委員会において、有機 JAS 規格適合か否かの判断を行うに

は情報不足と判断された場合、追加の情報収集を行い、再度評価検証委

員会に諮ること。情報収集にあたっては、必要に応じ、成分分析、現地

調査を実施すること。また、資材メーカーから提出された資材証明が十

分か検証するため、サンプリングにより成分分析、現地調査又は製造指

示書の入手を実施すること。成分分析は１５件、現地調査は１０件、製

造指示書の入手は３０件の実施を目安とする。

エ 専門委員会の設置

検証委員会において判断が困難な資材については、専門委員会を開催

し、検討・判定を行うこと。その際、評価における問題点や手順書に反

映させるべき点を明らかにすること。委員の構成は、学識経験者、評価

検証委員会の委員それぞれ２名以上（計４名以上）とし、食品製造課担

当者と相談の上選定すること。委員への謝金は、受注者において支払う

ものとする。専門委員会の実施回数は、３回を目安とする。

オ 検討委員会の設置

上記イ～エにおいて明らかにした事項について、手順書への反映及び

問題点の整理を行うために、検討委員会を２回以上開催すること。委員

の構成は、学識経験者、登録認定機関、認定事業者及び農林水産省それ

ぞれ２名以上並びに資材メーカー及び消費者団体それぞれ１名以上（計
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１０名以上）とし、食品製造課担当者と相談の上選定すること。委員へ

の謝金は、受注者において支払うものとする。

カ 検証結果の通知等

上記イ～エにおける資材の評価結果を、当該資材を評価した登録認定

機関及び当該資材の資材メーカーに通知すること。

（２）有機 JAS規格適合資材リストの作成

上記（１）のア～エのプロセスを経て有機 JAS 規格適合と判断された

資材について、リスト化を行うこと。

３ 事業期間

役務契約締結の日から平成２８年３月２２日までとする。

４ 成果物

受託者は次の成果物を作成し、事業期間満了日までに食料産業局 食品製

造課 有機・行程規格班に提出すること。

（１）役務報告書

２部（うち１部は電子媒体とする）

（２）手順書改訂版

２部（うち１部は電子媒体とする）

（３）有機 JAS規格適合資材リスト

２部（うち１部は電子媒体とする）

５ その他

（１）受託者は、定期的に業務の進捗状況の報告を行うほか、発注者の求めに

応じて報告を行うものとする。

（２）発注者は、事業の目的を達成するために、業務状況・進捗状況に関して

必要な指示を行えるものとし、受託者はこの指示に従うものとする。

（３）受託者は、業務により知り得た情報について、外部に漏らしてはならな

い。

（４）事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要

な作業等が生じたとき、又は、業務の内容を変更する必要が生じたときは、

発注者と受託者が協議を行うものとする。

（５）本事業における人件費の算定に当たっては、「役務における人件費の算

定時の適正化について」（平成２２年９月２７日付け２２経第９６１号農
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林水産省大臣官房経理課長通知）によるものとする。

（６）納入する電子媒体は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関

する情報（ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック

年月日等）を記載したラベルを添付して提出すること。

６．参考

（１）有機農産物の JAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_tejunsyo_270205.pdf

（２）有機 JAS登録認定機関一覧

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kikan.html

（３）平成２３年に実施した類似事業の報告書等

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/shizai_houkoku_23.pdf

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_sizai_list.html
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番号 別表等 資材名（商品名）
肥料取締法に

よる区分
肥料等の種類 企業名 備考

1 肥料及び土壌改良材 5.9　なたね油かす粉末 有機質肥料 菜種油粕粉末 米澤製油(株)

2 肥料及び土壌改良材 555大地100 複合肥料 指定配合肥料 丸石(株)

3 肥料及び土壌改良材 ＦＡＬ－ＯⅡ（海力エキス） 有機質肥料 副産動物質肥料 中央飼料(株) 、

4 肥料及び土壌改良材 Gs酵素 特殊肥料 堆肥 (株)Gs酵素

5 肥料及び土壌改良材 アイアンパワー 汚泥肥料等 硫黄及びその化合物 ㈱ジャパンバイオファーム

6 肥料及び土壌改良材 秋津洲 有機質肥料 混合有機質肥料 川合肥料㈱

7 肥料及び土壌改良材 あすなろ発酵鶏糞 特殊肥料 発酵鶏糞 (株) あすなろファーム

8 肥料及び土壌改良材 圧搾絞り油粕 有機質肥料 菜種油かす粉末 (株上嶋商店

9 肥料及び土壌改良材 圧搾ナタネ粕 有機質肥料 菜種油かす粉末 ㈲リファインドトレーディング

10 肥料及び土壌改良材 アミノ酸液肥　フィッシュアミノ7 － － (有）クリエ・ジャパン

11 肥料及び土壌改良材 綾配合 複合肥料 配合肥料 南国興産(株)

12 肥料及び土壌改良材 イセ有機 特殊肥料 堆肥 イセファーム東北（株）

13 肥料及び土壌改良材 うこっけいバイオチャージ 特殊肥料 堆肥 (株)農徳

14 肥料及び土壌改良材 ウッドけいふん堆肥 特殊肥料 堆肥 ㈲カリノ養鶏

15 肥料及び土壌改良材 エキタン有機 有機質肥料 副産動物質肥料 (株) 大成農材

16 肥料及び土壌改良材 エバーアミノ　PM 特殊肥料 堆肥 トカプチ㈱

17 肥料及び土壌改良材 おーい北海道　農場物語 特殊肥料 堆肥 ㈱丸藤

18 肥料及び土壌改良材 オーガニック432 有機質肥料 魚廃物加工肥料 ㈱ジャパンバイオファーム

19 肥料及び土壌改良材 オーガニック742 有機質肥料 混合有機質肥料 ㈱ジャパンバイオファーム

20 肥料及び土壌改良材 オーガニック813 有機質肥料 魚廃物加工肥料 ㈱ジャパンバイオファーム

21 肥料及び土壌改良材 オーガニック853F 有機質肥料 魚廃物加工肥料 (株)ジャパンバイオファーム

22 肥料及び土壌改良材 オーガニックファーム 複合肥料 指定配合肥料 大協肥糧(株)

23 肥料及び土壌改良材 オーガニックリキッド 有機質肥料 副産動物質肥料 ㈱ジャパンバイオファーム

24 肥料及び土壌改良材 おひさま凝縮粉末 － － 大和肥料(株)

25 肥料及び土壌改良材 貝化石 特殊肥料 貝化石 ㈱扶相

26 肥料及び土壌改良材 かきライム 特殊肥料 貝殻粉末 日化工業(株)

27 肥料及び土壌改良材 鰹ソリューブル8000 有機質肥料 副産動物質肥料 川合肥料(株)

28 肥料及び土壌改良材 乾燥けいふん 特殊肥料 堆肥 ㈲山本エッグハウス

29 肥料及び土壌改良材 キーゼライト　粉状 苦土肥料 硫酸苦土肥料 住友商事(株)

30 肥料及び土壌改良材 キーゼライト粉末 苦土肥料 硫酸苦土肥料 住商アグリビジネス（株）

31 肥料及び土壌改良材 魚かす粉末 有機質肥料 魚粕粉末 ㈲山下商事

32 肥料及び土壌改良材 魚かす粉末 有機質肥料 魚かす粉末 熊尾商店

33 肥料及び土壌改良材 キング豊穣 特殊肥料 堆肥 川合肥料㈱

34 肥料及び土壌改良材 苦土混合肥料1号 複合肥料 指定配合肥料 ㈱扶相

35 肥料及び土壌改良材 苦土炭カル 石灰質肥料 炭酸カルシウム肥料 王子木材緑化㈱

36 肥料及び土壌改良材 くみあい発酵鶏糞（粒状） 特殊肥料 発酵鶏糞 富士見工業(株)

37 肥料及び土壌改良材 クリーングアノ 特殊肥料 グアノ ㈱オホーツク大地

38 肥料及び土壌改良材 グリーンベース 特殊肥料 バーク堆肥 西日本興産(株)

39 肥料及び土壌改良材 珪酸ぼかし1号 複合肥料 指定配合肥料 ㈱扶相

40 肥料及び土壌改良材 コーラルリンサン 特殊肥料 グアノ マドラウイング㈱

41 肥料及び土壌改良材 古代天然苦土 苦土肥料 水酸化苦土肥料 ㈱ジャパンバイオファーム

42 肥料及び土壌改良材 米酵素強化鰹ソリューブル 特殊肥料 堆肥 川合肥料㈱

43 肥料及び土壌改良材 サカナエキス特ペレＤＸ 複合肥料 指定配合肥料 川合肥料(株)

44 肥料及び土壌改良材 魚ソリューブル 有機質肥料 副産動物質肥料 川合肥料(株)

45 肥料及び土壌改良材 島根みどり松川 特殊肥料 堆肥 ㈲マルナガファーム

46 肥料及び土壌改良材 収穫美人 特殊肥料 堆肥 (有)ジョイントサービス

47 肥料及び土壌改良材 蒸製骨粉 有機質肥料 蒸製骨粉 ㈱扶相

48 肥料及び土壌改良材 新スーパーネイチャー 有機質肥料 混合有機質肥料 大和肥料(株)

49 肥料及び土壌改良材 スーパー酵素 － 植物活性剤 (株)昭和酵素研究所

50 肥料及び土壌改良材 スーパー満作 特殊肥料 堆肥 南国興産(株)

51 肥料及び土壌改良材 スリヤグアノ 特殊肥料 グアノ (有)あすなろ舎

52 肥料及び土壌改良材 成苗用有機元肥 － － ㈱イングス

53 肥料及び土壌改良材 せとのめぐみちゃん（発酵豚糞) 特殊肥料 堆肥 (株)せと風ファーム

54 肥料及び土壌改良材 セルカ 石灰質肥料 副産石灰肥料 卜部産業株式会社

55 肥料及び土壌改良材 全有機複合肥料3-4-2特号 有機質肥料 指定配合肥料 ㈲あすなろ舎

56 肥料及び土壌改良材 全有機複合肥料6-6-6特号 有機質肥料 指定配合肥料 ㈲あすなろ舎

57 肥料及び土壌改良材 ソイルサプリエキス 特殊肥料 発酵かす 片倉コープアグリ(株)

58 肥料及び土壌改良材 草木灰加里34 加里質肥料 副産加里肥料 ㈱扶相

59 肥料及び土壌改良材 ダイズユーキ 特殊肥料 堆肥 平成有機農法研究会

60 肥料及び土壌改良材 だいだらぼうスーパーＭＧ 苦土肥料 混合苦土肥料 マドラウィング㈱

61 肥料及び土壌改良材 タキライム 特殊肥料 貝化石粉末 大洋化学工業(株)

62 肥料及び土壌改良材 脱脂米糠 有機質肥料 米糠油粕肥料 深川油脂工業㈱

63 肥料及び土壌改良材 炭酸苦土石灰１０％ 石灰質肥料 炭酸カルシウム肥料 津久見ドロマイト工業(株)

64 肥料及び土壌改良材 天然加里エース 複合肥料 化成肥料 (株)ジャパンバイオファーム

65 肥料及び土壌改良材 天然素材５７４ 複合肥料 指定配合肥料 中部飼料㈱
類似名称の「天然素材 特　574」は適合しないため、注意
が必要。

66 肥料及び土壌改良材 十和田石(ヒナイグリーン） 苦土肥料 硫酸苦土肥料 十和田グリーンタフ・アグロサイエンス(株)

67 肥料及び土壌改良材 豚とんミネラル 特殊肥料 堆肥 インターファーム㈱知床事務所

68 肥料及び土壌改良材 ナチュラル有機１号 複合肥料 指定配合肥料 片倉コープアグリ（株）

69 肥料及び土壌改良材 ナチュラル有機２号 複合肥料 指定配合肥料 片倉コープアグリ（株）

70 肥料及び土壌改良材 ナチュラル有機P1号 複合肥料 指定配合肥料 片倉コープアグリ(株)

71 肥料及び土壌改良材 ナチュラル有機P2号 複合肥料 指定配合肥料 片倉コープアグリ(株)

72 肥料及び土壌改良材 ナチュレフィット2号 複合肥料 指定配合肥料 ㈱扶相

73 肥料及び土壌改良材 ニーゲル 特殊肥料 堆肥 ㈱三上土建工業

74 肥料及び土壌改良材 ﾆｰﾑｹｰｷﾊﾟｳﾀﾞ- 特殊肥料 木の実油粕粉末 ｱﾝﾃﾞｽ貿易㈱

75 肥料及び土壌改良材 ﾆｰﾑｹｰｷﾊﾟｳﾀﾞ- 特殊肥料 木の実油粕粉末 大和肥料㈱

76 肥料及び土壌改良材 ニュートーマス有機肥料 特殊肥料 たい肥 日本有機(株)

77 肥料及び土壌改良材 ニュートリスマート － － 住友商事㈱
同様の名前で有機農産物のJAS規格への適合性が確認
されていないものがあるため、注意が必要。

78 肥料及び土壌改良材 糠の精 特殊肥料 米糠 富士見工業(株)

79 肥料及び土壌改良材 ネハールＬ 土壌改良資材 木炭 兵燃興業(株)

80 肥料及び土壌改良材 農産発酵こつぶっこ 有機質肥料 混合有機質肥料 大和肥料(株)

81 肥料及び土壌改良材 パームアッシュ 複合肥料 副産複合肥料 アンデス貿易(株)

82 肥料及び土壌改良材 パールユーキ 複合肥料 指定配合肥料 北海道肥料㈱

83 肥料及び土壌改良材 バイオノ有機S 有機質肥料 混合有機質肥料 大成農材(株)

84 肥料及び土壌改良材 ハイパー有機GT 特殊肥料 堆肥 藤島エコ有機センター

85 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞3号ペレットA 有機質肥料 加工家きん糞肥料 富士見工業（株）

86 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞Ｎ3 特殊肥料 発酵鶏糞 ㈱ジャパンバイオファーム

87 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞Ｎ4 特殊肥料 発酵鶏糞 ㈱ジャパンバイオファーム

88 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞「大地」 特殊肥料 堆肥 ㈲樋口養鶏

89 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞堆肥 特殊肥料 発酵鶏糞 (有)石坂養鶏

90 肥料及び土壌改良材 発酵鶏糞「ゆうきの里」 特殊肥料 鶏糞 (有)北海道種鶏農場

91 肥料及び土壌改良材 発酵粒状けいふん 特殊肥料 堆肥 ㈲山本エッグハウス

92 肥料及び土壌改良材 ヒューマス（牛糞堆肥） 特殊肥料 牛糞堆肥 ㈲梶岡牧場

93 肥料及び土壌改良材 フィッシュソリブル 有機質肥料 副産動物質肥料 枕崎水産加工業協同組合

94 肥料及び土壌改良材 フイッシュソリブルＰＡＲＴⅢ 有機質肥料 副産動物質肥料 ㈱扶相

資材評価リスト（平成28年3月31日時点）

この資材リストは平成28年3月31日時点のものであり、それ以降の原材料や製造工程等に関する変更の有無については把握していません。
このため、リストに掲載されている肥料を使用する場合は、必ず、肥料メーカーに4月1日以降に当該肥料の原材料、製造工程等に変更がなかったか確認してください。

仮に変更があった場合は、使用前に有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書に従って有機JASで使用可能であることを確認して下さい。
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95 肥料及び土壌改良材 ふじみ有機742 複合肥料 指定配合肥料 富士見工業(株)

96 肥料及び土壌改良材 ブラドミン－PK 特殊肥料 動物糞の燃焼灰 川合肥料株式会社

97 肥料及び土壌改良材 ヘルシー有機５６３ 複合肥料 化成肥料 片倉コープアグリ(株)

98 肥料及び土壌改良材 ペレット発酵けいふん 有機質肥料 加工家きん糞肥料 北海道有機㈱

99 肥料及び土壌改良材 放線菌堆肥 特殊肥料 堆肥 ㈱ジャパンバイオファーム

100 肥料及び土壌改良材 ボカシ大王エコ 特殊肥料 堆肥 川合肥料(株)

101 肥料及び土壌改良材 ボカシチャンプ飛龍 特殊肥料 堆肥 川合肥料(株)

102 肥料及び土壌改良材 ぼかし肥料 特殊肥料 堆肥 （株）Ｋ＆Ｋ

103 肥料及び土壌改良材 ホスファル 特殊肥料 グアノ 北陸産業(株)

104 肥料及び土壌改良材 マイクロカルシウム － － ㈱扶相

105 肥料及び土壌改良材 マグマリーン 苦土肥料 硫酸苦土肥料 ㈲あすなろ舎

106 肥料及び土壌改良材 マドラグアノ 特殊肥料 グアノ ﾏﾄﾞﾗｳｲﾝｸﾞ㈱

107 肥料及び土壌改良材 南の恵 特殊肥料 堆肥 (株)厚石園

108 肥料及び土壌改良材 ミネＧスーパー2号 特殊肥料 鉱さい アサヒミネラル工業㈱

109 肥料及び土壌改良材 ミネラルはねっこ粒状 特殊肥料 貝化石粉末 ﾏﾄﾞﾗｳｲﾝｸﾞ㈱

110 肥料及び土壌改良材 みのりソフトミックス 土壌改良資材 バーク 富士見工業(株)

111 肥料及び土壌改良材 ミミズッチ 特殊肥料 ミミズ糞 花本建設㈱

112 肥料及び土壌改良材 山都竹琉（やまとたける） 特殊肥料 堆肥 山都町竹資源利活用協議会

113 肥料及び土壌改良材 マルナカ複合肥料743 複合肥料 化成肥料 中部飼料㈱

「ユーキ100ペレ574」から「マルナカ複合肥料743」に名称
変更（現在の「ユーキ100ペレ574」は適合しない）。
類似の名称で適合しないものがるため、包材の表示の
「肥料の名称」が「マルナカ複合肥料743」であることを確
認すること。

114 肥料及び土壌改良材 有機アグレット684特号 複合肥料 化成肥料 朝日工業㈱
同一の名称で蒸製皮革粉を使用していることがあるた
め、蒸製皮革粉を使用していないことの確認が必要。

115 肥料及び土壌改良材 有機アグレット７４４特号 複合肥料 化成肥料 朝日工業㈱

116 肥料及び土壌改良材 有機アグレット844号 複合肥料 化成肥料 朝日工業㈱

117 肥料及び土壌改良材 有機アグレットPK 複合肥料 化成肥料 朝日工業㈱

118 肥料及び土壌改良材 有機入り配合肥料2号（夢咲） 複合肥料 指定配合肥料 ㈱関東農産

119 肥料及び土壌改良材 有機バイオEX 特殊肥料 堆肥 ㈱セレア

120 肥料及び土壌改良材 有機バイオ液肥 特殊肥料 液肥 ㈱セレア

121 肥料及び土壌改良材 ユウキフルミックスフラットA 有機質肥料 混合有機質肥料 (有)グリーン・アンド・ソイル

122 肥料及び土壌改良材
有機ペレット655
（肥料の名称：マルナカ複合肥料苦土入
り655）

複合肥料 指定配合肥料 中部飼料(株)
類似の名称で適合しないものがるため、包材の表示の
「肥料の名称」が「マルナカ複合肥料苦土入り655」をであ
ることを確認すること。

123 肥料及び土壌改良材 有機ペレット６８４ 複合肥料 指定配合肥料 北海道肥料㈱

124 肥料及び土壌改良材 ユーキペレ天然素材 複合肥料 指定配合肥料 中部飼料㈱
類似名称の「天然素材 特　574」は適合しないため、注意
が必要。

125 肥料及び土壌改良材 有機燐太郎 特殊肥料 グアノ 川合肥料㈱

126 肥料及び土壌改良材 卵殻エース 石灰質肥料 副産石灰質肥料 富士見工業㈱

127 肥料及び土壌改良材 リゼクト 特殊肥料 堆肥 (株)豊徳

128 肥料及び土壌改良材 粒王7号 特殊肥料 堆肥 南国興産(株)

129 肥料及び土壌改良材 粒状苦土生石灰 石灰質肥料 生石灰 訓子府石灰工業㈱

130 肥料及び土壌改良材 リンサングアノ 特殊肥料 バットグアノ アンデス貿易㈱

131 育苗培土 大網培土 － － ㈲大網培土

132 育苗培土 オニオンＦＸ － － 片倉コープアグリ㈱ 玉葱育苗に限る。北海道のみで流通。

133 育苗培土 ぐっ土 － － 川合肥料㈱

134 育苗培土 水稲用有機質育苗培土（硫黄入り） － － （株）関東農産

135 育苗培土 成苗用有機培土 － － ㈱イングス

136 育苗培土 みかどポット用　有機培土 － － みかど協和㈱

137 育苗培土 みかど有機培土 － － みかど協和㈱

138 育苗培土 みのるタマネギ専用培土 － － みのる産業㈱ 玉葱育苗に限る。北海道のみで流通。

139 育苗培土 無肥料焼土 － － 昭和培土（株）

140 育苗培土 有機水稲ポット床土（無肥料） － － （株）明光

141 育苗培土 有機水稲ポット用覆土（無肥料） － － （株）明光

142 育苗培土 有機水稲マット床土（無肥料） － － （株）明光

143 育苗培土 有機水稲マット用覆土（無肥料） － － （株）明光

144 育苗培土 有機野菜の土セル苗用（無肥料） － － （株）明光

145 育苗培土 有機野菜の土ポット用（無肥料） － － （株）明光

146 育苗培土 有機用ポット培土 － － 森産業㈱
「ポット培土」から名称変更。「ポット培土」については、有
機農産物のJAS規格に適合するものと適合性が確認さ
れていないものの両方があるため、注意が必要。
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