
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。



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。


