
花き産業総合認証：ＭＰＳとは？

～経験による農業からデータによる農業へ

～品質管理レベル向上：ＭＰＳでガイド、保証

〒１０２-００８１ 東京都千代田区四番町４－９ 東越伯鷹ビル５Ｆ
Ｔｅｌ／０３－３２３８－２７０２ Ｆａｘ／０３ー３２３８－２７０１ http://www.mps-jfma.net
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Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

１．ＭＰＳとは？

２．ＭＰＳをどう活用するか？

３．ＭＰＳ 海外では？



3

１．ＭＰＳとは？
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ＭＰＳ ： Ｍｉｌｉｅｕ Ｐｒｏｇｒａｍｍａ Ｓｉｅｒｔｅｅｌｔ
（花き園芸農業環境プログラム）

－オランダ発の花き生産者のための環境認証プログラム
－２００４年に花き生産者、流通業者のＩＳＯと言われる認証
システムＦｌｏｒｉｍａｒｋと合体して、総合的な花き認証システム
となった。

◆ＭＰＳの歴史

１９９４年 オランダにおいて市場と生産協会が協力してプログラムを確立

１９９５年 財団法人ＭＰＳ協会設立

１９９９年 ＭＰＳ協会が公式な認証機関としての認証を取得

２０１４年 現在３４ヶ国約４０００団体が認証を受けている農業関係では最大
の認証プログラムとなった。

花き産業の世界標準的な位置付けに成長！

ＭＰＳとは？
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集荷

生産者

仲卸・加工場

市場 お花屋さん
量販店

ＭＰＳ－ＡＢＣ

ＭＰＳ－Ｑ

ＭＰＳ－ＳＱ

ＭＰＳ－ＧＡＰ

Ｆｌｏｒｉｍａｒｋ－Ｔｒａｃｅ Ｃｅｒｔ

ＭＰＳ－ＧＰＡ Ｆｌｏｒｉｍａｒｋ－ＧＴＰ

ＩＳＯ９００１（２０００年度版）

農薬・肥料・エネルギー・廃棄物分別

鮮度管理・品質管理

雇用・労働条件管理

法令順守・安全対策基準

鮮度・入荷時チェック・貯蔵・在庫管理・配送・販売チャネルでの品質チェック・トレーサビリティ

販売チャネルでのトレーサビリティ・品質規定・配送、輸送管理・販売チャネルの協力体制と
情報交換・クレーム対応・品質と環境に関する方針・従業員の安全、衛生、教育に関する方針

経営、品質管理システム改善・文書化、記録、保存・内部のコミュニケーション

ＭＰＳ：花き産業総合認証プログラムは、生産者向けのＭＰＳ－Ｆｌｏｒｉｍａｒｋ
Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ、花き市場向けのＭＰＳ－Ｆｌｏｒｉｍａｒｋ Ａｕｃｔｉｏｎ、流通業者向け
（卸、加工業者）のＭＰＳ－Ｆｌｏｒｉｍａｒｋ Ｔｒａｄｅ とがある。

ＭＰＳ花き産業総合認証
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◆MPSは１９９０年代にオランダで生まれて世界標準へと発展していった。

環境への取組への要求

花き業界の社会的地位向上

MPSの誕生！

◆MPSの意味とは？ キーワード

企業イメージ向上 トレーサビリティ

情報共有化

グローバル化

品質向上

生産コスト削減

改善マネージメント

業界地位向上

ＭＰＳ認証の意味とは？
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ＭＰＳとは？

ー元々は、「生産者が自分たちの体を守る」ことから始まった！

☆危険な農薬を使わない！

☆肥料、エネルギーを出来るだけ削減していく！

☆農薬、肥料、エネルギーを削減努力している生産者に
ＭＰＳ認証（ＭＰＳ－ＡＢＣ）を授与

消費者にとっては

安心のマーク！

ＭＰＳとは？
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生産者にとってのＭＰＳとは？

☆生産者さんは、何をするのか？
毎月３枚のシートに記帳してもらいます！

＊記帳：農薬、肥料、エネルギー（電力、重油など）記録

☆生産者さんは、何を受け取るか？
認証データを３ヶ月ごとに受け取り、自分の農業の

相対的な位置づけを知る！

☆花き業界にとっては？
日持ち、栽培、気温、湿度などの

関係データ蓄積ができる！

人間ドッグ

生産者にとってのＭＰＳとは？



9

生産者

① 記録・報告

農薬・肥料・燃料・水・廃棄物の
使用履歴を記録・報告

④ MPS認証取得

一定のポイント以上でMPS認証
を取得

MPS

② 基準値設定

エリア・品目毎の「上限値」「下限
値」を設定

③ ポイント付け

認証基準値と使用量との比較で
参加者のポイントをつける。

9

ＭＰＳ－ＡＢＣの仕組み



認証は品目ごとではなく、参加者（企業）に対し発行

参加者の栽培する全ての花き生産物に対して

同じランクの認証 が与えられる

例：ランクAの参加者甲さんの栽培品目
観葉･バラ切花･輪菊切花

甲さんがA認証を取得

甲さんの出荷する
花き生産物全て

A認証を取得全てロゴマークをつけて出荷可能

参加者甲さん

ＭＰＳ－ＡＢＣ認証の対象範囲
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◆ＭＰＳマインドの目指すもの

１．農薬の環境への影響の理解

２．リスクの低い農薬使用の促進

３．活性成分を下げる。

４．リスクの可能性の提示

◆農薬の環境リスク

（１）化学的特性
①毒 性 哺乳類、鳥類、水生生物、土壌生物、天敵
②残留性 分解率、生物濃縮
③移行性 水、空気

（２）場所的要素
①温室／野外 ②培土或いは循環 ③温度 ④年間降雨量
⑤水辺からの距離 ⑥地下水 ⑦圃場の傾斜

（３）使用量

ＭＰＳの目指すもの （ＭＰＳマインド）
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参加申込

登録申請・契約

データ提出

データ記入開始

分析・認証

MPSロゴマーク
使用開始

監査

◆３期連続のデータ提出で「参加者」の認証取得
「参加者ロゴマーク」が使用可

◆農薬・肥料・エネルギー・水の使用量と廃棄物
分別状況を４週間単位（１期）で報告

◆契約後入会金、年会費支払

◆合計13期連続してデータを提出すると、設定
基準値と比較の上、取得したポイントに応じて
MPS-ABC認証を取得

◆各種ロゴマークを使用可

◆申し込み様式に記入、MPSジャパンに送付

◆初年度は必ず監査を実施。初年度以降は
適宜必要に応じて監査を実施

ＭＰＳーＡＢＣ申し込みから認証までの流れ
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４週を１期として、農薬、肥料、エネルギー、水の
使用量と廃棄物分別状況を所定に様式で報告。

ＭＰＳ－ＡＢＣ記録用紙 例
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Kwalificatie groen Kwalificatie oranje Kwalificatie rood 

生産者のクラスター（群）決定

クラスター内の最大、最小

生産者の数値で点数が決定

最大

最小

最大

最大

最小
最小

クラスター内での赤色、黄色、緑色の農薬
の最大値、最小値が決まる。その生産者の
数値がそれぞれの中でどこに位置するかで
点数が決定される。従って、評価は、どこまで
も相対評価。
また、認証は、過去５２週（１年）で評価され、

３期毎（約３ヶ月）に更新される。
なお、禁止農薬の使用は許されない。

ＭＰＳ－ＡＢＣの認証の仕組み 例：農薬
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農薬

ｴﾈﾙｷﾞｰ

肥料

廃棄物

基準値 使用量 ポイント

基準値からのポイント算出 例



農薬

使用状況

リン酸肥料

使用状況

チッソ肥料

使用状況

農薬・肥料の使用量データの分析



ＭＰＳ－ＡＢＣの審査 生産状況の視察



ＭＰＳーＡＢＣの審査 書類の審査



ＭＰＳ－ＡＢＣの審査 農薬の在庫の確認



ＭＰＳ－ＡＢＣの審査 廃液の処理



ＭＰＳーＡＢＣの審査 ごみの分別



23

１．入会金 １０万円（初回監査・説明・登録の諸費用に充当）

２．年会費 温室と露地面積の合計により下記の通りとする

面積 会費（税抜）

（温室面積）＋（露地面積／３） ～ １，０００坪 ５万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ２，０００坪 ７万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ３，０００坪 ９万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ４，０００坪 １１万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ５，０００坪 １３万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ６，０００坪 １５万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ７，０００坪 １７万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ８，０００坪 １９万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～ ９，０００坪 ２１万円
（温室面積）＋（露地面積／３） ～１０，０００坪 ２３万円
（温室面積）＋（露地面積／３） １０，０００坪～ ２５万円

ＭＰＳーＡＢＣ 料金体系の仕組み



品質管理の高度化

■ 温度管理
■ 品質チェック
■ 在庫管理
■ トレーサビリティ

経営品質の高度化
・やるべきことをやる
・無駄なことをやらない
■ 各業務棚卸
■ 各業務標準化
■ 各業務文書化
■ 効果の検証
■ 継続的改善

社員・環境・
社会的責任の高度化
■ 品質方針
■ 環境方針
■ 従業員規定
■ 法令遵守

第三者による認証および定期的チェック
■ 外部への透明性（会社の見える化） ■ 継続的改善

花き市場・流通の地位向上、高品質のイメージ強化

ＭＰＳ市場・流通認証の目的
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MPS-GPA

■ 大田花き
■ ＦＡＪ
■ 東日本板橋花き
■ 豊明花き
■ 兵庫県生花
■ 世田谷花き
■ 花満
□ 姫路生花
■ オークネット
■ 名港フラワーブリッジ
■ 福岡花市場
■ 鶴見花き

Florimark-GTP

■ フレネットＨＩＢＩＹＡ
■ 木本生花
■ インパック

Florimark-TraceCert

■ 大森花卉
■ ゼントクコーポレーション

■ 東園生花
□ ローズガーデン
■ 岐阜花き流通センター
■ 三和陸運
□ ブロックコーポレーション
■ フレッシュシステム

＊日本では、ＭＰＳ市場・流通認証は２００８年１月に最初の審査が行われた。
＊MPS-GPA認証取得１１市場の取扱高は、全国取扱高の約３５％。

２０１６年２月現在

【市場向け認証】 【仲卸・加工会社向け認証】

□印：取得中

ＭＰＳ市場・流通認証取得者
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２．ＭＰＳをどう活用するか？



集荷

生産者

仲卸・加工場

市場 お花屋さん

生産者向ＭＰＳ 流通向ＭＰＳ

農薬・肥料・エネルギー・
廃棄物分別

鮮度管理・品質管理

雇用・労働条件管理

法令順守・安全対策基準

鮮度・入荷時チェック・貯蔵・在庫管理・配送・
販売チャネルでの品質チェック・トレーサビリティ

生産者、流通業者がＭＰＳに参加することで、ＭＰＳをツール（道具）として
経営改善を計る。更には、生産から流通までトレーサビリティが確保でき、品質向上を
目指すことでお客様満足度を上げて、消費拡大、適正価格の実現を目指す。

トレーサビリティ
鮮度保持

環境負荷低減 品質管理

サポーター制度

適正価格

お客様満足度
向上

ＭＰＳを道具として ・・・・・・・・・・・・・・・・ 消費拡大！

経営診断・コスト削減

ＭＰＳに生産者、流通が参加すると・・・
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ＭＰＳの取組み

数値管理

お客様満足度上昇

花の商品価値向上

品質向上

消費拡大

客観的評価

体質改善（競争力向上）

経営管理精度向上

鮮度管理・トレーサビリティ

鮮度保証販売

ＭＰＳ取り組みの意義、活用
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コスト削減

出荷指名

品質向上

作業安全

社会責任

環境問題に関心を持つ流通業者からの出荷指名。

データを記入することで生産効率効果を把握。コスト削減実現。

農薬使用データを全国的に共有、最適な農薬ローテーション情報
把握。病気発生と農薬使用量の関係を把握。

作業安全性を向上して「自分たちの体を守る」。

環境への取組みによって社会にアピール。従業員のモラルアップ。

ＭＰＳ導入のメリットは？ ～生産者にとって
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生産者にとってのＭＰＳ－ＡＢＣは、毎月記帳する農薬、肥料、エネルギー
などのデータを活用することによって、自らの農業を見直し、結果として各使
用量を削減して、環境負荷を下げると共にコスト削減を実現する。また、
データは、国際認証機関が担保したもので、カーボンフットプリントのＰＣＲ
（ＣＯ2排出量算出式）の基礎データとして使える。なお、データを蓄積するこ

とによって、日持ちとの関係など分析にも有効で、日本の農業を定性的なも
のから定量的なものに変えていくツールとなり得る。

ＭＰＳ－ＡＢＣ参加 データ記帳

データによる農業

認証データの蓄積

環境負荷低減 コスト削減 栽培分析

マーケティングツール

＊安心安全のアピール
＊日本産アピール
＊産地表示
＊差別化のツール ＊日持ち日数との相関

生産者にとってのＭＰＳーＡＢＣとは？
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オランダでは、１０年間で農薬、エネルギーについて参加７９０社中の平均
で約２５％の削減が報告されています。
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農薬・エネルギーの削減例 ～コストの削減
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国別耕地面積あたりの農薬使用量（ＯＥＣＤ統計）
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国別耕地面積あたりの農薬（活性成分）使用料をみると日本は世界一。高温
多湿の気象条件であることや作っている作物の違いはあっても興味深い数字。

オランダでは、１９９２年から２００２年の１０年間に農薬使用量が５０％減り、そ
の後５年で更に５０％以上削減されている。
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ＭＰＳーＡＢＣ参加者の削減例
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802292（安彦さん）

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802292（安彦さん）

		



緑

黄

赤



802292 (安彦さん_加工）

		



エネルギー



802314（斉藤さん）

		



窒素

リン酸



802314 (斉藤さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

				エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802314 (斉藤さん_加工)

		



緑

黄

赤



802538（小島さん）

		



エネルギー



802714（島部さん）

		



窒素

リン酸



802714 (島部さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		3874.2		3907.8		3906.5		3977.2		4079.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		348.6		338.5		333.8		321.5		321.5

		リン酸 サン		96.6		96.6		98.8		98.8		103.5

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802714 (島部さん_加工)

		



緑

黄

赤



802716（村上さん）

		



エネルギー



802716 (村上さん_加工)

		



窒素

リン酸



Sheet2

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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黄
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Sheet3

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ						6600（バラ）		6600（バラ）		6600（バラ）

		野外 ヤガイ						0		0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ						3.7		6		13.2

		黄 キ						25.2		20.7		19.1

		赤 アカ						11.9		12.7		14.4

		合計 ゴウケイ		0		0		40.8		39.4		46.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー						4653.1		4228		4191.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ						1386		1219.8		1257.9

		リン酸 サン						292.7		257.4		265.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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エネルギー
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								3628.7		4791

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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黄
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エネルギー



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





		



緑

黄

赤



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								4760.9		4978.1

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





		



緑

黄

赤



		



エネルギー



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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Graph3

		08年-05～09年-04		08年-05～09年-04

		08年-08～09年-07		08年-08～09年-07

		08年-11～09年-10		08年-11～09年-10



窒素

リン酸

839.8

220.7

694.8

182.8

598.9

152.9



802292（安彦さん）

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802292（安彦さん）
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802292 (安彦さん_加工）

		



エネルギー



802314（斉藤さん）

		



窒素

リン酸



802314 (斉藤さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

				エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802314 (斉藤さん_加工)
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802538（小島さん）

		



エネルギー



802714（島部さん）

		



窒素

リン酸



802714 (島部さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		3874.2		3907.8		3906.5		3977.2		4079.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		348.6		338.5		333.8		321.5		321.5

		リン酸 サン		96.6		96.6		98.8		98.8		103.5

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802714 (島部さん_加工)
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802716（村上さん）

		



エネルギー



802716 (村上さん_加工)

		



窒素

リン酸



Sheet2

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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Sheet3

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ						6600（バラ）		6600（バラ）		6600（バラ）

		野外 ヤガイ						0		0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ						3.7		6		13.2

		黄 キ						25.2		20.7		19.1

		赤 アカ						11.9		12.7		14.4

		合計 ゴウケイ		0		0		40.8		39.4		46.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー						4653.1		4228		4191.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ						1386		1219.8		1257.9

		リン酸 サン						292.7		257.4		265.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								3628.7		4791

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								4760.9		4978.1

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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エネルギー



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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802292（安彦さん）

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802292（安彦さん）
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802292 (安彦さん_加工）

		



エネルギー



802314（斉藤さん）

		



窒素

リン酸



802314 (斉藤さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）		7704（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク		1600（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		6.3		12.5		12.5		12.5		12.5

		黄 キ		51.8		3.6		5.7		8.7		8.3

		赤 アカ		4.4		12.5		12.5		12.5		12.5

		合計 ゴウケイ		62.5		28.6		30.7		33.7		33.3

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		9512.6		9297.7		9039.3		7989.4		9411.8

												（単位：　GJ） タンイ

				エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		C		B		B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		740		804.6		839.8		694.8		598.9

		リン酸 サン		231.7		229.6		220.7		182.8		152.9

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802314 (斉藤さん_加工)
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802538（小島さん）

		



エネルギー



802714（島部さん）

		



窒素
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802714 (島部さん_加工)

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー		3874.2		3907.8		3906.5		3977.2		4079.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ		348.6		338.5		333.8		321.5		321.5

		リン酸 サン		96.6		96.6		98.8		98.8		103.5

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





802714 (島部さん_加工)
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802716（村上さん）
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802716 (村上さん_加工)
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Sheet2

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室　（㎡） オンシツ		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）		4158（バラ）

		野外　（㎡） ヤガイ		0		0		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク		3000（非耕作） ヒコウサク

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ		B		B		A		A		A

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ		0.9		1.2		3.4		4.4		4.6

		黄 キ		14.3		15		14.4		12		9.9

		赤 アカ		1.5		1.9		2		2.2		2.2

		合計 ゴウケイ		16.7		18.1		19.8		18.6		16.7

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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Sheet3

		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ						6600（バラ）		6600（バラ）		6600（バラ）

		野外 ヤガイ						0		0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ						3.7		6		13.2

		黄 キ						25.2		20.7		19.1

		赤 アカ						11.9		12.7		14.4

		合計 ゴウケイ		0		0		40.8		39.4		46.7

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー						4653.1		4228		4191.7

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ						B		A		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ						1386		1219.8		1257.9

		リン酸 サン						292.7		257.4		265.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								3628.7		4791

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ
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		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								6336（鉢物5） ハチモノ		6336（鉢物5） ハチモノ

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		2008年-05～2009年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								5.5		12

		黄 キ								30.2		23.8

		赤 アカ								6.2		3.4

		合計 ゴウケイ		0		0		0		41.9		39.2

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								C		B

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								342.3		332.8

		リン酸 サン								84.2		76.1

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





		



緑

黄

赤



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		2007年-11～2008年-10 ネンネン		2008年-01～2008年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		エネルギー								4760.9		4978.1

												（単位：　GJ） タンイ

						エネルギー年間使用量の推移（GJ〕 ネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





		



緑

黄

赤



		



エネルギー



		



窒素

リン酸



		栽培面積 サイバイメンセキ

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		温室 オンシツ								5484（バラ）		5484（バラ）

		野外 ヤガイ								0		0

						作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07年-11～08年-10 ネンネン		08年-01～08年-13 ネンネン		08年-05～09年-04 ネンネン		08年-08～09年-07 ネンネン		08年-11～09年-10 ネンネン

		緑 ミドリ								7.9		11

		黄 キ								14.1		9.2

		赤 アカ								20.3		18.8

		合計 ゴウケイ		0		0		0		42.3		39

												（単位：　Kg） タンイ

				作物保護剤活性成分年間使用量の推移（Kg〕 サクモツホゴザイカッセイセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

						肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ

		認証 ニンショウ								B		A

		データ期間 キカン		07-11～08-10		08-01～08-13		08-05～09-04		08-08～09-07		08-11～09-10

		窒素 チッソ								769		455.5

		リン酸 サン								126.2		124.4

				肥料成分年間使用量の推移（Kg〕 ヒリョウセイブンネンカンシヨウリョウスイイ





		



緑

黄

赤



		



窒素

リン酸
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日本のMPS参加者はMPSジャパンのメンバーシップロゴマークを
商品につけることができます。日本の消費者が認める品質とトレー
サビリティを兼ね備えた商品は「国際化の中の差別化」、ひいては
花きの環境のブランド化につながります。

MPSジャパンメンバーシップロゴマーク

国際標準の認証規格 日本産花きの証明

日本産ＭＰＳ認証の花きによる環境のブランド化
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マーケティングツールモニタリングツール

マネージメントツール

ＭＰＳ新ポスター



■ ＭＰＳを取り巻く状況

１．日持ち性向上対策・日持ち保証販売の動き
大手量販店、チェーン店に日持ち保証販売導入の流れが本格的となり、生産から流通、店頭までの

品質管理レベルの向上が不可欠となっている。ツールとしてＭＰＳの必要性が増している。

２．ＭＰＳ－ＡＢＣに参加していることで、ＣＦＰの排出量認証に大きなアドバンテージを持っていたが、福
島原発事故でＣＦＰの推進にブレーキがかかった。折角２３の生産者（野菜は３事業者）が認定を受けた
が、維持するのにお金もかかるために放棄している。（逆風）

＊日持ち性向上対策・日持ち保証販売

日本におけるＭＰＳを取り巻く状況
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青山フラワーマーケット ローズファーム



■ 消費者向け 店頭用ラベルの導入

１．ＭＰＳ－ＡＢＣは、商品にＭＰＳマークを付けることができるが、生産者用の認証マークで
あって、消費者に訴求するためには基本的には使えないという考え方であった。但し、実
際にはオランダ、ドイツなどでは店頭の花束にＭＰＳマークを付けて消費者に訴えかけて
きた。ただ、ＭＰＳが何だか分かり難いという問題があった。

２．ヨーロッパでは、アフリカ産の花の割合が大きくなり、それらにはフェアトレード、フェアフ
ラワー・フェアプランツ（ＦＦＰ）が商品ラベルとして添付されてきた。ＦＦＰの要件は、ＭＰＳ-
ＡＢＣ（Ａ）＋ＭＰＳ－ＳＱが必要となる。但し、これらは発展途上国のラベルであり、日本の
花には適用できない。

３．日本でもＭＰＳ-ＡＢＣに参加している花きに、オリジナルラベルを付与して販売することを
実施していくこととする。
協力してくれる花店、量販店で「ＭＰＳフェア」を実施する。

その中で「新ラベル（ＭＰＳを説明した）」を使用して、ＭＰＳ
の認知度を上げていく。

ＭＰＳジャパンオリジナル 店頭用ラベル導入
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ネット販売・宅配は消費低迷の中でも伸びている。それだけに競争
も激しく、如何に差別化を計れるか、顧客を囲い込めるかにかかっ
ている。

そうした中で差別化としてＭＰＳを消費者に訴求する動きが出てく
るものと予想される。モノを見ない取引の商品への信頼を高める道
具（国際認証としての担保）としてＭＰＳが役に立つ。

ネット販売・宅配

キーワード
●安心・安全
●ターゲット別
●環境
●ＣＯ2排出量表示

花・グリーンの取扱い

ＭＰＳ参加を条件！

ネット販売・宅配の増加 担保としてのＭＰＳ
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燃料費の高騰

価格の低迷

需要の停滞

輸入花きの増大

高品質

競争力アップ

日本向品種

鮮度管理

－海外の花きは世界で
通用する国際商品

マーケティング

－マーケティングで消費者
にアピール

－日本の消費者に合った
品種

－海外花きで真似の出
来ない鮮度管理

－経営改善、コストダウン

ＭＰＳ

ＭＰＳは、生産から流通の一貫したシステム。参加者は、数値管理、基準化することで経営体質改善。
ＭＰＳの取組によって、環境負荷低減、鮮度管理、品質管理、トレーサビリティを実現する。

ブランド化

ＭＰＳの活用



ＭＰＳ－ＡＢＣ参加

データの記帳

認証データの蓄積

コスト削減 環境負荷低減 ＣＦＰ表示

ＣＯ2排出権取引

日持ち試験

栽培分析

相対評価・国際認証

マーケティングツール体質強化

農薬、肥料、重油、電力などの月に１回の記帳によって、データが蓄積され相対的な位置
付けが判る。無駄を排除して環境負荷を低減すると共に結果としてコスト削減につながる。
更には、国際認証機関で担保されたデータでＣＦＰ、排出権取引の基礎データとなる。

経験による農業からデータによる農業へ



MPS-ABC エコファーマー

開始年度 １９９４年 １９９９年

はじまり オランダ、ウエストランド地方の生産者の取組み 国による環境保全型農業支援の法律の制定

名前の由来 オランダ語、Milieu Programma Sierteelt の頭文字 法律に基づいて認定された農業者＝エコファーマー

対象作物 花き 農作物すべて

目的 農薬・肥料・エネルギーの使用低減、水の有効利用および
廃棄物の分別

土作りと化学肥料・化学農薬の使用低減

認証の範囲 世界の各国で導入済みの国際認証 国内のみの認証

認証機関 オランダＭＰＳ財団 都道府県知事

認証の有効期間 認証が発行されてから３ヶ月間 計画が認証されてから５年間

認証取得手続 現在の使用量や状況を報告する 土作りや化学肥料・化学農薬低減の計画書を（５年間
で実現可能な）提出する

対象 生産者。ただし、MPSにはMPS-ABCの他に流通業者を対
象とした認証もある。

生産者

評価基準 参加者データに基づく相対評価 基準に基づく絶対評価

費用 入会金と年会費 計画達成のための実費

ロゴマーク

日本の参加者は、必ず両方を添付する

監査 参加1年後に実施する。その後は約３年に１回 なし

認証の種類 Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ及び参加者の５つ “エコファーマー”１つ

その他 オランダＭＰＳホームページでの認証結果の公表 認定者には金融、税法上の特例措置

ＭＰＳーＡＢＣとエコファーマーの違い



ＪＧＡＰとＭＰＳ－ＧＡＰは、どちらもＧＬＯＢＡＬＧＡＰとリンクしていて基本的な組立て
は同じ。但し、ＭＰＳ－ＧＡＰの認証は、社会責任（ＭＰＳ－ＳＱ）の要素を含み、ＭＰＳ
－ＡＢＣ取得後にしか受けられず、ＪＧＡＰより厳しいものになっています。

ＪＧＡＰ（ジェイギャップ） Ｊａｐａｎ Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅ

Ａ．農産物の安全（農薬、肥料、土・水・種苗の安全性、収穫、農産物取扱施設）
Ｂ．環境への配慮（水の保全、土壌の保全、周辺地への配慮、ごみの減少とリサ

クル、エネルギーの節約、野生動植物の保護）
Ｃ．生産者の安全と福祉（作業者の安全、従業員の福祉）
Ｄ．農業経営と販売管理（記録管理、自己審査、販売管理とトレーサビリテイ）

上記項目に対して、管理点、適合基準を決めて記録させ、適切な管理がなされてい
るかどうかでシステム認証する制度。審査機関、基準文書、審査員など定められた
手続をとった場合にのみＥＵＲＥＰＧＡＰとの同等性認証が認められる。

◆ＪＧＡＰの経緯
２００４年 農林水産省総合食料対策事業でＧＡＰ推進協議会がＪＧＡＰの原型を作成。
２００５年 ＪＧＡＰ協会（現日本ＧＡＰ協会）発足。
２００６年 第１号のＪＧＡＰ認証農場が誕生。
２０１２年現在 野菜、米、茶の認証を有する。

ＪＧＡＰとは？ ＭＰＳとの違い
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３．ＭＰＳ 海外では？



輸入花き

◆栽培適地で大量生産
●多品種・大規模生産
●品質向上
●低コスト＝低エネルギー、低賃金
●周年栽培＝必要な時に供給

◆輸送環境の改善

●輸送技術 －氷温輸送＝船便（アフリカ⇒ヨーロッパ）

●梱包効率の向上
●輸送網の効率化
●日持ち品種

◆産地国の国策として支援

栽培適地
・高地
・赤道直下

●低価格

●周年供給

●高品質

●環境対応

ケニア、コロンビア、エクアドル等アフリカ、南米
の栽培適地からバラ、カーネーションなどの輸入
が急増している。

輸入花きの台頭！
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農場 加工場

店頭

生
産

採
花

冷
却
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荷

冷
却

輸
送

採花してから店頭まで２、３日。最近では、船便も増えている。

ケニア・エチオピア

チェーン店・量販店

ケニア・エチオピアでは、花束加工場が農場の中にあり、採花された花は、直ちに前処理され、予冷されたあと
に選別・加工され、夜の飛行機でヨーロッパなどに向かう。市場を通さない直販が基本となっている。

ヨーロッパ・ロシア・日本

ケニア・エチオピアのビジネスモデル ～ダイレクトセールス



ダイレクトセールス

ネットによるセリ

安心・安全の担保

商品の差別化

徹底的な工程管理

生産地から直接店舗 お客様のニーズに
合わせて品種、グレード（多品種生産）

フローラホーランドはどこからでもセリに
参加できる。

環境、安心・安全、社会への整合性の担保
～ＭＰＳ－ＡＢＣ、ＳＱ

冷蔵輸送・保管、日持ち試験室は必須

量販店に並ぶ４０㎝クラスと、プレミアムと
ターゲットにより使い分け
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世界の花き流通の動き



日本でも同じだが、消費者は花を食べる訳ではないので食料品ほど安心安全に関心が
ない。これはヨーロッパでも同じだが、ヨーロッパ、特にドイツでは量販店が消費者より先
取りして、サステナブルフラワーを目指している。そのため要件を満たすよう供給先を通
じて生産者に要求している。

具体的には、ＡＬＤＩ（量販店）では、消費者にはＦＦＰ（フェアフラワーズ・フェアプランツ）
でアピールしていく。ＦＦＰを取得するには、ＭＰＳ－ＡＢＣ（Ａ）とＭＰＳ－ＳＱが必要。
ＭＰＳ－ＧＡＰは、グローバルＧＡＰに相当するが、ＭＰＳ-ＡＢＣに参加していないと参加

できない。

アフリカのＭＰＳ－ＡＢＣ参加生産者の５０％以上が、ＭＰＳ-ＧＡＰとＭＰＳ－ＳＱの取得
に参加している。
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サステナブルフラワー ＦＦＰ（Fair Flower Fair Plants）



ドイツのＲＥＷＥ、ＡＬＤＩ、オランダのアルバートハインと大手の量販
店が、商品の透明性（トレーサビリティ）、安心・安全を確保するため
に、仕入条件にＭＰＳ-ＡＢＣを入れた。

特にドイツのＲＥＷＥでは、仕入れする生産者にＭＰＳ-ＡＢＣ認証取
得を義務付けるだけでなく、生産者にＭＰＳ認証データをＭＰＳから
ＲＥＷＥにまとめて提出することをＭＰＳの契約時に了解を求めている。
生産者のデータはＭＰＳから直接ＲＥＷＥに提出されることになる。

ヨーロッパの消費者は（日本と同じように）口に入らない花きについて
安心安全をそこまで要求している訳ではないが、こうした動きは量販店
が先取りして消費者に安心・安全で透明性が確保されていることを担

保した商品を届けるように舵をきったことにある。また、ＲＥＷＥは、２０１１年１月に輸入花を検
査したところ、不透明な化学品の使用が発覚したこともこうした処置となった背景にある。

ドイツ、オランダを中心に
量販店がＭＰＳ‐ＡＢＣ認証取得を義務付け！
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量販店がＭＰＳーＡＢＣ認証取得を義務付け！



50

ＭＰＳジャパン株式会社

〒１０２－００８１
東京都千代田区四番町４－９東越伯鷹ビル５Ｆ

ＴＥＬ ０３－３２３８－２７０２
ＦＡＸ ０３－３２３８－２７０１
http://www.mps-jfma.net
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