
品　　名 備　　考 品　　名 備　　考

土太郎 28L アロエサンセベリアの土 5L

栽培名人の土 5L、25L イチゴの土 5kg

培養土 18L 果樹、花木、庭木の土 14L

花と野菜の培養土 10L 観音竹の土 5L、12L

赤玉土 大粒・中粒・小粒・微粒 観葉植物の土 5L、14L

鹿沼土 大粒・中粒・小粒 菊の土 20L

桐生砂 中粒・小粒 球根の土 5L、14L

腐葉土 グリーンカーテンの土 14L

けと土 洋ランの土 12L

軽石 大粒・中粒・小粒 洋らんバーク 5L

かるい鉢底石 10L 君子ランの土 5L、12L

小さな鉢底石 50mL×6袋 さし芽種まきの土 5L、12L

鉢底石 0.5L シャコバサボテンの土 6L

スミゾコ 鉢底用炭 サボテン培養土 10L

寒水石 山野草の土 10L

赤松バーク 5L 水生植物の土 5L

バーク 40L 室内ベランダ園芸の土 5L

五色砂利 5kg ブルーベリーの土 14L

白玉砂利 多肉植物の土 5L、12L

ハイドロボール ハーブ、ベビーリーフの土 5L

たねまき培土 50L ばらのこだわり培養土 5L

花ばたけ 14L バラの培養土 5L、14L

ハンギングバケットの土 5L、10L

芝の目土

用土
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品名 備考 品名 備考

HB101 100CC,500CC,1L,500mL,粒300ｇ,粒1kg プランター菜園の肥料

油かす（粉） 2kg、3kg、10kg ブルーベリーの肥料

骨粉入油かす（粉） 2kg、10kg ねぎ・たまねぎの肥料 1.6kg

醗酵油かす 600ｇ、2.5kg ネギ太郎 5kg、20kg

つぶつぶちゃん 1kg、2kg、5kg ハイポネックス 450ml、800ml、殺虫剤入り

イーグルチャンス 20kg ハイポネックス　ストレート液肥

そ菜5号 2kg、5kg、20kg 鉢植一番

グリーンランド 花工場

イチゴの肥料 花と野菜のまくだけ肥料 500g

いもとまめの肥料 2kg 芝生の肥料 2.5kg、5kg

おいしい野菜の肥料 2kg バラの堆肥 14L

お馬の堆肥 40L バラの肥料 2kg

大菊液肥-V､-N、-アミノ、-PK バラを守るマルチング材 14L

化成肥料 1kg、20kg ピートモス 6L,18L

活力液肥 洋ラン用、観葉植物用、シクラメン用 肥料アンプル

菊活力剤ウルトラキング マグァンプK 500g、600ｇ、1.3Kg

菊乾燥肥料 ミネラル木炭 40L

球根の肥料 400ｇ メネデール 樹幹注入液、500ml

牛糞 40L メネデール 2L

鶏糞 15kg メネデール活力液肥 1L

ミヤマグリーン （旧）木炭ユーキ 有機PK100 2kg

グリーンキング 1kg、5kg 洋らんの置肥 500g

グリーンそだち ようりん 1kg

グリーンパイル 大3本入（打込肥料） リンカリ肥料 700ｇ、2kg

加里肥料 1kg

くんたん 25L

寒肥 2kg 品名 備考

苦土石灰 5kg バーミキュライト

消石灰（顆粒） 10kg、20kg ビーナスライト 7号、20号

消石灰（粉） 5kg、10kg、20kg まくだけで蘇る 5L

有機石灰セルカ 20kg 古い土　もどるD 5.5L

石灰窒素（粒） 2kg、20kg ピートモス

過燐酸石灰 連作障害軽減堆肥 5L,14L

ブラック石灰 果樹庭木がまくだけ蘇る 14L

そのまま液肥 連作障害軽減 5L、14L

竹酢液 古い土もどるD 5.5L

木酢液 まくだけ蘇る 5L、14L

トップドレッシング

尿素 700ｇ、20kg 品名 備考

硫安 1kg、20kg マイルドシリカ

ぼかし堆肥 草木灰 800ｇ

肥料

土壌改良剤

土壌改良剤・切口保護
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品名 備考 品名 備考

ベニカベジフルスプレー 420mL、1000mL フロンサイド　粉剤 700g

ネキリエース 600ｇ、2kg ネビジン 3kg

ダイアジノン 700ｇ、3kg サプロール　乳剤

トレボン 1kg、3kg ダコニール

カルホス 3kg トリフミン　水和剤

オルトラン　水和剤 100g、1g×10入 アグリマイシン100

オルトラン　Cスプレー 420mL キノンドー　水和剤

オルトラン　液剤 100ｍL ベンレート　水和剤 100ｇ、500ｇ

オルトラン　粒剤 200g、650ｇ、1kg、3kg サンボルドー

デナポン 2kg ベンレート

デナポン とうもろこし用、ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼ・ﾈｷﾘﾑｼ用 オーソサイド

カイガラムシカダンK トップジンＭ水和剤 1g×10、250ｇ

ナメクジ退治 150ｇ、330ｇ キレダー水和剤 500ｇ

キング95マシン油

石灰硫黄合剤 10L 品名 備考

ベニカS　乳剤 100ｍL MCPP 100CC

カイガラ虫殺虫剤 除草剤用展着剤

マツグリーン コケそうじスプレー 500ｍL

ベニカマツケア ゼニコケとりキレダー

スミチオン 100ｍL、500ｍL ネコソギ粒剤 350g、800ｇ、3kg

マラソン 100ｍL、500ｍL ネコソギ液・AL 2L

スミソン 100ｍL 草退治メガロングシャワー 1L

トレボン 100ｍL、500ｍL ザークサ液剤 2L

ケムシカダン 芝生除草剤

ベニカケムシエアゾール 芝生に使える除草剤

スズメバチジェット グリホ41

カダンスズメバチ グリホエース

ハチ・アブ・エアゾール みんなにやさしい除草剤

カミキリムシキンチョール クサノンEX

テッポーダン クサトルマン 900ｇ

アリ巣ごと退治 バスタ 500ｍL

テデオン　乳剤 500mlL ラウンドアップ 500ｍL、1L、5L

ダニカット　乳剤 500mlL

サイアノックス　乳剤 500mlL

品名 備考

ベニカXネクストスプレー 1000mL

ベニカＸファインスプレー 420mL、1000mL

モスビラントップジンMスプレー 420mL

モストップジンRスプレー 950mL

ベニカマイルドスプレーオーガニック

殺虫剤 殺菌剤

殺虫・殺菌

除草剤
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品名 備考 品名 備考

カットバスターH 根ぐされ防止剤

キニヌール

品名 備考

品名 備考 コーラン材

トップジンＭペースト 200g、1kg

品名 備考

品名 備考 ジベレリン協和 粉末

展着剤アグラー 100ｍL、500ｍL ビーナイン

展着剤グラミンS 100ｍL、500ｍL ルートン

トマトトーン

品名 備考 品名 備考

イやな虫退治 1.1kg 金魚のエサ

ダンゴ虫退治 660g メダカのエサ

まくだけ虫よけ 600ｇ 麦飯ジャリ

犬猫マーキング消臭剤 メダカの天然玉土

ねこよらず ベラボン 20L

ネズレスH 水苔 500g、3kg、12L

モグラパニック アート水苔 小・大

ヤブ蚊のいない庭のスプレー 山苔 300g、8L

アリアトール 粉剤600g、顆粒5g×4、エアゾール 角5cm×5個、丸5.5cm×10個、

ヘビの忌避剤 丸5.5cm×40個、丸8cm×30個

その他忌避剤

活性促進剤

発酵促進剤

植物成長調整剤

切口塗布剤

切口殺菌剤（塗布剤）

展着剤

そのまま植えられる鉢
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