
有機JAS規格別表１適合資材有機JAS規格別表１適合資材有機JAS規格別表１適合資材有機JAS規格別表１適合資材

　認定機関：（一社）有機JAS資材評価協議会　

　  食品添加物 水酸化カルシウム  葉面肥料

  　　野菜露地栽培　   野菜温室栽培　 野菜水耕栽培 　　露地花栽培

　　　庭園・庭木 　　観葉植物 　花屋・生け花 　　家庭菜園

    フィーネフィーネフィーネフィーネ 「地「地「地「地 球の恵み球の恵み球の恵み球の恵み 」」」」 は、危険な農薬や化学合成品ではなく、は、危険な農薬や化学合成品ではなく、は、危険な農薬や化学合成品ではなく、は、危険な農薬や化学合成品ではなく、

天然原料から生成された 高純度の食品添加物で天然原料から生成された 高純度の食品添加物で天然原料から生成された 高純度の食品添加物で天然原料から生成された 高純度の食品添加物で「有機JAS規格別表「有機JAS規格別表「有機JAS規格別表「有機JAS規格別表

１適合資材」１適合資材」１適合資材」１適合資材」です。 有機農法や無農薬農法にも使用可能な資材です。です。 有機農法や無農薬農法にも使用可能な資材です。です。 有機農法や無農薬農法にも使用可能な資材です。です。 有機農法や無農薬農法にも使用可能な資材です。

フィーネフィーネフィーネフィーネ 「地「地「地「地 球の恵み球の恵み球の恵み球の恵み 」」」」 の開発目的は、SDG'ｓに賛同し 有機農法の開発目的は、SDG'ｓに賛同し 有機農法の開発目的は、SDG'ｓに賛同し 有機農法の開発目的は、SDG'ｓに賛同し 有機農法

無農薬農法の拡大・普及のための有効資材の提供です。無農薬農法の拡大・普及のための有効資材の提供です。無農薬農法の拡大・普及のための有効資材の提供です。無農薬農法の拡大・普及のための有効資材の提供です。

    フィーネフィーネフィーネフィーネ 「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」 は、厚生労働省が定める 食品添加物に準拠は、厚生労働省が定める 食品添加物に準拠は、厚生労働省が定める 食品添加物に準拠は、厚生労働省が定める 食品添加物に準拠したしたしたした

100％国産の高純度超微粉末の食品添加物 100％国産の高純度超微粉末の食品添加物 100％国産の高純度超微粉末の食品添加物 100％国産の高純度超微粉末の食品添加物 水酸化水酸化水酸化水酸化カルシウム Ca(OH)カルシウム Ca(OH)カルシウム Ca(OH)カルシウム Ca(OH)
2 2 2 2 
です。です。です。です。

 　野菜や果実の発育に必要な３大栄養素は  「窒素・リン酸・カリウム」ですが、 　野菜や果実の発育に必要な３大栄養素は  「窒素・リン酸・カリウム」ですが、 　野菜や果実の発育に必要な３大栄養素は  「窒素・リン酸・カリウム」ですが、 　野菜や果実の発育に必要な３大栄養素は  「窒素・リン酸・カリウム」ですが、

それだけでは健康で強い作物は育ちません。　それだけでは健康で強い作物は育ちません。　それだけでは健康で強い作物は育ちません。　それだけでは健康で強い作物は育ちません。　

  第４の栄養素である「  第４の栄養素である「  第４の栄養素である「  第４の栄養素である「カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム」は,健康で強い農作物の育成に必要不可欠」は,健康で強い農作物の育成に必要不可欠」は,健康で強い農作物の育成に必要不可欠」は,健康で強い農作物の育成に必要不可欠

です。 圃場の土壌改良、野菜や果実の発育成長促進、結実から完熟・収穫にです。 圃場の土壌改良、野菜や果実の発育成長促進、結実から完熟・収穫にです。 圃場の土壌改良、野菜や果実の発育成長促進、結実から完熟・収穫にです。 圃場の土壌改良、野菜や果実の発育成長促進、結実から完熟・収穫に

いたる青果物の生産過程において、 又 花屋さんや生花や観葉植物の活性化いたる青果物の生産過程において、 又 花屋さんや生花や観葉植物の活性化いたる青果物の生産過程において、 又 花屋さんや生花や観葉植物の活性化いたる青果物の生産過程において、 又 花屋さんや生花や観葉植物の活性化

や長命化に重要な役割を担います。や長命化に重要な役割を担います。や長命化に重要な役割を担います。や長命化に重要な役割を担います。
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 有機JAS規格別表１適合資材 有機JAS規格別表１適合資材 有機JAS規格別表１適合資材 有機JAS規格別表１適合資材 info@fine-natural.com

　認定機関：（一社）有機JAS評価協議会　認定機関：（一社）有機JAS評価協議会　認定機関：（一社）有機JAS評価協議会　認定機関：（一社）有機JAS評価協議会 製造元：製造元：製造元：製造元：：フィーネ株式会社：フィーネ株式会社：フィーネ株式会社：フィーネ株式会社 22-01



    フィーネフィーネフィーネフィーネ 「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」 は 農薬ではありません。は 農薬ではありません。は 農薬ではありません。は 農薬ではありません。

    フィーネフィーネフィーネフィーネ 「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」 の飽和水溶液の Caの飽和水溶液の Caの飽和水溶液の Caの飽和水溶液の Ca

++++

イオンは、植物細胞のペクチンと結びついて「ペクチン酸イオンは、植物細胞のペクチンと結びついて「ペクチン酸イオンは、植物細胞のペクチンと結びついて「ペクチン酸イオンは、植物細胞のペクチンと結びついて「ペクチン酸

酸カルシウム」 を形成し、細胞壁を強化し、丈夫な青果物や生花・観葉植物を育てます。又、細胞の酸カルシウム」 を形成し、細胞壁を強化し、丈夫な青果物や生花・観葉植物を育てます。又、細胞の酸カルシウム」 を形成し、細胞壁を強化し、丈夫な青果物や生花・観葉植物を育てます。又、細胞の酸カルシウム」 を形成し、細胞壁を強化し、丈夫な青果物や生花・観葉植物を育てます。又、細胞の

張りを強化し、細胞間をしっかりと密着させ、病原菌やウイルスの侵入を防ぐと言われています。張りを強化し、細胞間をしっかりと密着させ、病原菌やウイルスの侵入を防ぐと言われています。張りを強化し、細胞間をしっかりと密着させ、病原菌やウイルスの侵入を防ぐと言われています。張りを強化し、細胞間をしっかりと密着させ、病原菌やウイルスの侵入を防ぐと言われています。

食品添加物 水酸化カルシウムについて食品添加物 水酸化カルシウムについて食品添加物 水酸化カルシウムについて食品添加物 水酸化カルシウムについて

　水酸化カルシウムの飽和水溶液は、OH　水酸化カルシウムの飽和水溶液は、OH　水酸化カルシウムの飽和水溶液は、OH　水酸化カルシウムの飽和水溶液は、OH

----

イオンによりアルカリ性を示します。 アルカリ性水溶液は、イオンによりアルカリ性を示します。 アルカリ性水溶液は、イオンによりアルカリ性を示します。 アルカリ性水溶液は、イオンによりアルカリ性を示します。 アルカリ性水溶液は、

青果物やビニールハウス・温室などの結露や水耕栽培の水溶液などに発生する 病原菌や糸状菌（カ青果物やビニールハウス・温室などの結露や水耕栽培の水溶液などに発生する 病原菌や糸状菌（カ青果物やビニールハウス・温室などの結露や水耕栽培の水溶液などに発生する 病原菌や糸状菌（カ青果物やビニールハウス・温室などの結露や水耕栽培の水溶液などに発生する 病原菌や糸状菌（カ

ビ）やウイルスなどの有害微生物の生存を抑制します。  有用微生物（酵素など）は主に高GCグラムビ）やウイルスなどの有害微生物の生存を抑制します。  有用微生物（酵素など）は主に高GCグラムビ）やウイルスなどの有害微生物の生存を抑制します。  有用微生物（酵素など）は主に高GCグラムビ）やウイルスなどの有害微生物の生存を抑制します。  有用微生物（酵素など）は主に高GCグラム

陽性菌で 表皮膜が硬く OH陽性菌で 表皮膜が硬く OH陽性菌で 表皮膜が硬く OH陽性菌で 表皮膜が硬く OH

----

イオンで不活化されにくいため 必要な抗生物質や酵母は継続的に生みイオンで不活化されにくいため 必要な抗生物質や酵母は継続的に生みイオンで不活化されにくいため 必要な抗生物質や酵母は継続的に生みイオンで不活化されにくいため 必要な抗生物質や酵母は継続的に生み

だされますので、青果物や庭木や花は 病害虫から守られると言われています。だされますので、青果物や庭木や花は 病害虫から守られると言われています。だされますので、青果物や庭木や花は 病害虫から守られると言われています。だされますので、青果物や庭木や花は 病害虫から守られると言われています。

　　　　　　　　フィーネ　　　　　　　　フィーネ　　　　　　　　フィーネ　　　　　　　　フィーネ 「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」「地球の恵み」 の成分分析表・粒度分布表の成分分析表・粒度分布表の成分分析表・粒度分布表の成分分析表・粒度分布表

     成分分析表（厚生労働省食品添加物規格準拠）     成分分析表（厚生労働省食品添加物規格準拠）     成分分析表（厚生労働省食品添加物規格準拠）     成分分析表（厚生労働省食品添加物規格準拠） 粒度分布表粒度分布表粒度分布表粒度分布表

平均粒度 10平均粒度 10平均粒度 10平均粒度 10µµµµ　の微細の粒子で 溶けやすく ダマになりにくい　の微細の粒子で 溶けやすく ダマになりにくい　の微細の粒子で 溶けやすく ダマになりにくい　の微細の粒子で 溶けやすく ダマになりにくい

※農業用消石灰は50※農業用消石灰は50※農業用消石灰は50※農業用消石灰は50µµµµ～150～150～150～150µ µ µ µ で 水に溶けにくく ダマになりやすい。で 水に溶けにくく ダマになりやすい。で 水に溶けにくく ダマになりやすい。で 水に溶けにくく ダマになりやすい。

使用方法使用方法使用方法使用方法
飽和水溶液として散布の場合飽和水溶液として散布の場合飽和水溶液として散布の場合飽和水溶液として散布の場合

＜生成方法＞＜生成方法＞＜生成方法＞＜生成方法＞ ローリータンクなどに水を注入し、 「 地地地地 球の恵み」球の恵み」球の恵み」球の恵み」 　を 指定量を投入し よく撹拌して

下さい下さい下さい下さい ※飽和量以上に投入しても効果は変わりません。　過剰に入れるとダマになり、噴霧器材の詰まり※飽和量以上に投入しても効果は変わりません。　過剰に入れるとダマになり、噴霧器材の詰まり※飽和量以上に投入しても効果は変わりません。　過剰に入れるとダマになり、噴霧器材の詰まり※飽和量以上に投入しても効果は変わりません。　過剰に入れるとダマになり、噴霧器材の詰まり

　の原因になりますので、基準量を守って下さい。　の原因になりますので、基準量を守って下さい。　の原因になりますので、基準量を守って下さい。　の原因になりますので、基準量を守って下さい。

＜使用量＞＜使用量＞＜使用量＞＜使用量＞ 参考：飽和水溶液の場合参考：飽和水溶液の場合参考：飽和水溶液の場合参考：飽和水溶液の場合

生成規準

タンクタンクタンクタンク ３ ℓ １００ ℓ ２００ ℓ ５００ ℓ １０００ ℓ

水水水水 ３ ３ ３ ３ ℓℓℓℓ 100 100 100 100 ℓℓℓℓ 200 200 200 200 ℓℓℓℓ 500 500 500 500 ℓℓℓℓ 1000 1000 1000 1000 ℓℓℓℓ

地球の恵み地球の恵み地球の恵み地球の恵み ５ｇ５ｇ５ｇ５ｇ 170ｇ170ｇ170ｇ170ｇ 340ｇ340ｇ340ｇ340ｇ 850ｇ850ｇ850ｇ850ｇ 1.7 ｋｇ1.7 ｋｇ1.7 ｋｇ1.7 ｋｇ

＜使用方法＞ 　・＜使用方法＞ 　・＜使用方法＞ 　・＜使用方法＞ 　・ 動力噴霧器等で 青果物の葉の表面や裏面や

茎や根本に充分に散布して下さい。

※※※※ 花やつぼみへの直接散布は色素に影響が出る場合花やつぼみへの直接散布は色素に影響が出る場合花やつぼみへの直接散布は色素に影響が出る場合花やつぼみへの直接散布は色素に影響が出る場合

がありますので散布は行わないでください。がありますので散布は行わないでください。がありますので散布は行わないでください。がありますので散布は行わないでください。

※※※※ 散布後に水溶液が乾燥すると 白色状になる場合が散布後に水溶液が乾燥すると 白色状になる場合が散布後に水溶液が乾燥すると 白色状になる場合が散布後に水溶液が乾燥すると 白色状になる場合が

ありますが、大気中の二酸化炭素と反応したものでありますが、大気中の二酸化炭素と反応したものでありますが、大気中の二酸化炭素と反応したものでありますが、大気中の二酸化炭素と反応したもので

安全無害の炭酸カルシウムです。安全無害の炭酸カルシウムです。安全無害の炭酸カルシウムです。安全無害の炭酸カルシウムです。

＜姉妹製品＞＜姉妹製品＞＜姉妹製品＞＜姉妹製品＞ ピュアフレッシュ　ピュアフレッシュ　ピュアフレッシュ　ピュアフレッシュ　 野菜・果物用 除菌洗浄剤（業務用・家庭用）野菜・果物用 除菌洗浄剤（業務用・家庭用）野菜・果物用 除菌洗浄剤（業務用・家庭用）野菜・果物用 除菌洗浄剤（業務用・家庭用）

食品添加物 水酸化カルシウムパウダー食品添加物 水酸化カルシウムパウダー食品添加物 水酸化カルシウムパウダー食品添加物 水酸化カルシウムパウダー

生成された飽和水溶液に、野菜や果実を２～３分浸け置きすると、汚れ生成された飽和水溶液に、野菜や果実を２～３分浸け置きすると、汚れ生成された飽和水溶液に、野菜や果実を２～３分浸け置きすると、汚れ生成された飽和水溶液に、野菜や果実を２～３分浸け置きすると、汚れ

やワックスなどが落ち、病原菌やウイルスも不活化されます。やワックスなどが落ち、病原菌やウイルスも不活化されます。やワックスなどが落ち、病原菌やウイルスも不活化されます。やワックスなどが落ち、病原菌やウイルスも不活化されます。

細胞がしまり鮮度が保持されシャキシャキ感やパリパリ感を維持します。細胞がしまり鮮度が保持されシャキシャキ感やパリパリ感を維持します。細胞がしまり鮮度が保持されシャキシャキ感やパリパリ感を維持します。細胞がしまり鮮度が保持されシャキシャキ感やパリパリ感を維持します。

 野菜・果実の除菌洗浄は、食品添加物で行うことが必要です。 野菜・果実の除菌洗浄は、食品添加物で行うことが必要です。 野菜・果実の除菌洗浄は、食品添加物で行うことが必要です。 野菜・果実の除菌洗浄は、食品添加物で行うことが必要です。






