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特集

お家を美しく彩ろう!

育てやすく長く楽しめる花たち

新トリガー採用の殺虫・殺菌剤で
園芸シーンをより簡単に快適に!
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お酢の力で虫や病気を退治・予防!
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水と緑のある生活
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日本動物薬品

緑と楽しむ
水の生き物たち
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特集

害虫の悩みが減ると
園芸はもっと簡単に楽しくなる!

エグゼクティブディレクター
大美賀 隆

今日からできる!

ジェックス

葉から入って根まで枯らす!
そのまま使える除草剤で
お家周りを快適空間に
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水と緑に癒される

今日から始める水草栽培
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物をお手洗いに置くと風水的にい
人気コミックを実写化 ︒小松菜奈

うに﹂に出演する︒眉月じゅんの

開される映画
﹁恋は雨上がりのよ

ーツができて︑男っぽい子なんで

﹁はるかはショートカットでスポ

かを︑清野さんが演じている︒

﹁種
効果があったのかはまだ実感でき

すけど︑私服は女の子らしい感じ

いと言われたので飾っています︒
さん演じる主人公・橘あきらはケ

しさへの憧れがあるのかなって︒

なんです︒男っぽいからこそ女ら

が︑花は大好きです︒部屋
てませんけど︑何かいいことがあ
然入ったファミレスで店長の近藤

ガをして陸上の夢を断念した︒偶

たという︒

Story

にはいつも花がありますね︒ピン
クとかオレンジなど︑明るい色の
家庭菜園の経験はないが︑野菜

ればいいなと思っています
︵笑︶
﹂

と︑うれしそうな表情で花につ

花が好きです﹂
にも興味があるという︒

はるかとあきらのように︑清野

﹁小松さんはテレビや映画で見て

って思いましたね﹂

﹁愛知県の実家にいるおばあちゃ

さんも小松菜奈さんと親しくなっ

そういうところは自分に似てるな

いて話し始めた清野菜名さん︒

たことがなくて︑そういう作品に

﹁キラキラした青春映画に出演し

く思っていたので︑撮影が始まる

出ている同世代の子たちを羨まし

サバしていて︑すごく近寄りやす

る雰囲気よりも実際はもっとサバ

うになっていく︒

﹁珍しい花だと︑去年のクリスマ
も送ってくれるんです︒新鮮です

んが畑で野菜を作っていて︑いつ

︵大泉洋︶
と出会い︑恋心を抱くよ

た︒お店の人が
﹃枯れてきたら︑

スに渋谷で虹色のバラを買いまし

主人公が中学の時から共に陸上部

前からワクワクしてました
︵笑︶
﹂

ごくおいしいですよ︒この冬もカ

もいいですよ﹄
と言っていたので︑ ブや白菜︑ジャガイモ︑里芋︑ネ

乾燥させてそのまま置いておくの

した﹂

ましたし︑私の家で一緒に遊んだ

く感じました︒初日から気が合い

ギとか︑たくさん送ってもらいま

で過ごしてきた親友・喜屋武はる

りもしたんですよ！ 他のみんな
校みたいな楽しい雰囲気だったの

とも仲良くなれて︑撮影現場は学

ください﹂

で︑この作品を見て青春を感じて

5眉月じゅん｢恋は雨上が 14年に連載がスタートした同名の人気
りのように｣（小学館
「週刊 コミックを実写映画化。アキレス腱の
ビッグコミックスピリッ ケガによって陸上の夢を断たれてしま
ツ」連載） 4永井聡 6 った高校2年生の橘あきら
（小松菜奈）
。
坂口理子 j小松菜奈、大 偶然入ったファミレスで、優しく声を
泉洋、清野菜名、磯村勇斗、 かけてくれた店長・近藤正巳
（大泉洋）
葉山奨之、松本穂香、山本 と出会い、そこでバイトを始めるが、
舞香、濱田マリ、戸次重幸、 バツイチで子持ちで年の離れた近藤に
吉田羊 ほか
恋心を抱くようになっていった…。
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撮影＝山田涼香／取材･文＝田中隆信／ヘアメイク＝光野ひとみ／スタイリスト＝下山さつき／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）
（ワンピース）、NEEDLES
（シャツ）、NEEDLES × TROENTORP
（シューズ）
衣装協力＝AMERICAN RAG CIE
花協力＝ムーンダスト／花言葉「永遠の幸福」
（サントリーフラワーズ株式会社）
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あります︒あとは︑
〝虎の尾〟
と呼
そんな清野さんは ／ ㊎に公
25

清野
菜名
「恋は雨上がりのように」

Profile

5/25㊎公開
せいのなな●1994年10月14日生まれ、愛知県
出身。ティーン向けファッション誌の専属モデ
ルを経て、14年には映画
「TOKYO TRIBE」でヒ
ロインに抜擢。ジャパンアクションアワード
2015優秀女優賞を受賞。15年には映画初主演
作となった
「東京無国籍少女」
で、ジャパンアク
ションアワード2016最優秀女優賞を受賞。17
年10月から放送されたドラマ
「トットちゃん」
（テレビ朝日系）
では、主人公の黒柳徹子役を演
じた。18年4月からのNHK連続テレビ小説
「半分、
青い」
（NHK総合ほか）
にも出演する。

ドライフラワーにして今も飾って
ばれるサンセベリアという観葉植
5

©2018映画「恋は雨上がりのように」製作委員会 ©2014 眉月じゅん／小学館

お家が産地！

スーパーでは買えない！

超やわらかナス

育てて味わう
絶品激うま野菜

●とても柔らかく生食でも甘い
●浅漬けや揚げ物・焼き物など、
どんな料理にも使える万能ナス

●植え付け時期：4月中旬〜
●収穫時期：7月以降
皮も実も柔らかすぎるために市
場流通が難しく、自家栽培でな
いと味わえない、とてもおいし
いナスです。夏は冷やして、わ
さび醤油で食べるナスの刺身が
おすすめ！

野菜を育てるのに最適な季節がやって来ました。今年はなかなか市場流通に乗らない、
とっておきの激うま野菜を自宅で作ってみませんか？

激うま野菜を自宅で収穫！

とってもおいしいのに︑柔らか

くて形が崩れやすいなどの理由で

②ベジフル液肥

●一度食べたらとりこになる
上品で上質な甘味

(480・800 ㎖入)

豊富な栄養素を配合した、
薄めて使う原液タイプの
液体肥料。丈夫でおいし
い野菜・果物を育てます

③やさお酢
(1,000 ㎖入)

あらゆる植物の病気・虫
の退治と予防に。オリジ
ナルブレンドの100％お
酢で作られているから効
果が高く、食べる直前ま
で使える

商品のお問い合わせ／①フマキラー 3 www.fumakilla.co.jp

②住友化学園芸 3 www.sc-engei.co.jp

殺虫・殺菌剤

①カダンセーフ
(1,000 ㎖入)

ヤシ油とでんぷんからで
きた薬液で害虫や病原菌
を死滅させる、食品成分
生まれの殺虫・殺菌剤

◎ミニトマト：スィートミニ イエロー
◎ナス：超やわらかナス
◎キュウリ：ふるさときゅうり強四川
◎カボチャ：甘ほくカボチャ
◎スイカ：甘い彗星

この甘さは、
まるでフルーツ！

ここを押さえておこう！
トマトをおいしく作るコツ

特定防除資材

絶品激うま野菜

おいしいのになかなか流通に乗らない野菜は、
お家で育てて味わうのがおすすめ！
カネコ種苗がリリースする厳選した激うま野菜の苗は、
ホームセンターなどで購入することができます。
丈夫で病気に強く、
プランターで育てることができる野菜も多いので、
気軽に楽しんでみましょう。

●糖度が高く、
トロピカルフルー
ツ感覚で味わえます
●トマト特有の味のクセがなく子
供にも大人気

肥料

注意！ 種なしスイカは花粉が正常に出
ないため、1株では実が付きません。必
ず花粉の出る種ありスイカと混植してく
ださい。
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なかなか購入できない﹁激うま野

甘い彗星

皮が薄く非常に甘味があります。
種なしといっても若干は種が入り
ますが、気になるほどではなく、
とても食べやすい品種です。

育てて味わおう！

激うま野菜栽培のおすすめアイテム

とっても甘い種なしスイカ
●植え付け時期：4月中旬〜
●収穫時期：7月以降
（開花から45日前後）

流通に乗らず︑スーパーなどでは

●しっかりとした歯応えと歯切れ
のよさが自慢
●ほんのり甘い昔ながらのキュ
ウリの味わい

菜 ﹂が あ る の を ご 存 じで し ょ う

3各野菜の詳
しい育て方、
料理レシピは
こちらから

か？ 品種改良によっておいしさ

宅で育てて収穫することができる

●監修／カネコ種苗
3www.kanekoseeds.jp/jgarden

がアップした激うまの野菜を︑自

果皮が柔らかく、甘くて口当た
りのよい食感が特徴です。成長
時から果実の追熟が始まるので、
収穫直後から甘さがあります。

●口当たりがなめらかで、
舌触りがよい
●果皮が柔らかくて調理
しやすく、口に残りません

ここでは春に苗を植えて夏に収

従来の品種にはない甘さで歯切れのよ
い、昔懐かしい四葉系キュウリです。
キュウリの大敵であるうどん粉病に強
く、育てやすいのも特徴。

んです︒

●植え付け時期：4月中旬〜
●収穫時期：7月以降
（開花から45〜50日前後）

●植え付け時期：4月中旬〜
●収穫時期：6月以降

やナス︑キュウリ︑カボチャ︑ス

甘ほくカボチャ

穫できる︑おすすめのミニトマト

ふるさときゅうり強四川

採れたての激うま野菜で︑食卓を

収穫後すぐに食べられる

イカを集めてみました︒この夏は︑

甘くて歯切れのよい

採れたてを刺身や浅
漬けで召し上がれ

にぎやかにしてみましょう！

水分たっぷり！ 採れたての超や
わらかナスを握るとこのとおり

スィートミニ イエロー
●植え付け時期：4月中旬〜
●収穫時期：7月以降
レモンイエローの果実が鮮やかなミニトマト。糖
度が高くフルーツを食べているような味わい。実
が裂ける裂果が少なく、サイズのそろった果実を
収穫することができます。
果実のサイズがそろっ
ているのも魅力。鮮や
かな黄色は、サラダに
添えたら目立ちそう！

◆成長したら支柱に縛り先端が
垂れ下がらないようにします
◆脇芽は早めにかき取りまし
ょう
◆野菜専用肥料や化成肥料を株
の周りにまき、開花後小さい実
が付いたら、野菜専用液肥を週
1回与えます

2スィートミニイ
エローの詳しい育
て方、料理レシピ
はこちらから

スィートミニイ
エローの苗

③アース製薬 3 www.earth-chem.co.jp/earthgarden/
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ペチュニア

サフィニア

Profile

■開花時期：4〜10月
■ナス科 ペチュニア属

サントリーフラワーズが品種改良し、1989年
に販売開始。日本のガーデニングの火付け役
とも言われ、国内だけでなく欧米など世界中
で楽しまれています。波打つように次々に開
花することから
「サーフィン」
と
「ペチュニア」
を組み合わせて
「サフィニア」
と名付けられま
した。花言葉は
「咲きたての笑顔」
。

自宅を美しく豪華に演出
サフィニアで
「驚き」
と
「感動」を！
春から秋まで
長く楽しめる
花の栽培は思った以上に簡単です。
初心者でも十分楽しめる
カラフルな花々を紹介します。

たくさん咲き誇る花が魅力

この春からは︑お家を花々で美

しく彩ってみましょう︒生育旺盛

種がおすすめ︒
ここで紹介する
﹁ラ

で育てやすく︑次々と咲き誇る品

ンタナ パニックドーム﹂や﹁ガー

デンハイビスカス ロコガール ﹂

花々です︒

﹁サフィニア﹂は︑まさにそんな

苗が出回る春に植え付ければ︑

どんどん成長して美しい花を付け

サフィニアアート

栽培はいたって簡単で︑いくつ

ユニークな花模様

るようになります︒

サフィニアには定番品種のほか、サフィ
ニアアートやサフィニアフリルなど花の
形や模様が個性的な品種もあります。ぜ
ひ好みの品種を見つけて育ててみてくだ
さい。

大きくすることができ︑花をたく

個性豊かなサフィニアたち

かのポイントを押さえれば︑株を

Fサフィニアは海外でも人気の花です
（フランスにて）

さん楽しむことができます︒

春から秋まで長く楽しめ、自宅
を美しく飾ることができる花の
代表がサフィニアです。一株で
も成長に従ってどんどん枝を出
して茂り、色鮮やかな花を次々
に咲かせます。それはまさに魔
法のようで、驚きと感動を与え
てくれるでしょう。

F玄関先で咲き誇る鉢植えのランタナ パニックドーム

花びらの模様
がハートや星
形になる変わ
り咲き品種

ランタナ

●植えるだけで手間がかからない
●株の中が蒸れない強健種
●花色の変化が楽しめる

パニックドーム
■開花時期：6〜11月
■クマツヅラ科 ランタナ属

八重咲き

サフィニアフリル

Fサフィニアブーケ

一株でも豪華に咲き誇るのがサ
フィニアの魅力です。ドーム状
にたくさんの花を咲かせる様子
に家族はもちろん、来客者も目
を奪われるはずです。豪華なサ
フィニアで、玄関周りや庭先な 写真／ちび210さん（写真はサフィニアマックス）
どを美しく飾りましょう。
（GreenSnap サフィニアコンテスト投稿写真より）

花びらがたくさ
ん付く小輪の
八重咲き品種。
夏にも強い
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栽培のコツ

植えるだけで一切手間がかからず、簡単に育てるこ
とができます。別名
「七変化」
と呼ばれるように花色
が徐々に変化していくのも魅力。大きく見応えのあ
る株に育てるには、大きめの鉢に植えましょう。

複数株を植える場合は、株間を開けて水はけのよい
用土に植え、日当たりのよい場所で育てます。長く
咲き続けるので、1か月に一度は、花用の肥料を与
えるのがおすすめ。

変化！
花色が徐々に
Sパニックド
ームの詳しい
育て方はこち
らから

Sオレンジバイカ
ラーは黄色からオ
レンジ、赤色へと
変化します

サフィニア
FLOWERフェス開催！

写真／るぅるぅさん
（写真はサフィニアマックス）
（GreenSnap サフィニアモニター投稿写真より）

丈夫で美しい優良品種

サフィニアは鉢植えで育て
たり、庭に植えることもで
きます。栽培は決して難し
くありません。伸びすぎた
枝を切り詰めたり、肥料を
与える世話が楽しく、それ
に応えてくれるかのように、
美しい花を咲かせてくれま
す。ぜひサフィニアを育てる
感動を体感してみましょう。

ガーデンハイビスカス

豪華でインパクト大！

■開花時期：7〜9月 ■アオイ科 トロロアオイ属

とてもコンパクトでドーム状にまとまる株に大輪の
花が咲き誇り、よく目立つ品種です。ハイビスカス
は1日花ですが、毎日咲くためいつでも美しい姿が
楽しめます。

ロコガール

！
花が大きく豪華

栽培のコツ
夏の暑さに強く、地植えのほか、大きめのプランタ
ーでも楽しめます。咲き終わってしぼんだ花は、花
茎の付け根から切り落としましょう。生育が旺盛な
ので、必ず追肥をします。

サ フィニ ア フェス

検索

FSNS投稿画像や品種紹介、栽培方法、キャンペーンなど
サフィニアに関する情報が満載！ 詳しくはこちらから

監修・商品のお問い合わせ／サントリーフラワーズ株式会社 3http://suntory.jp/FLOWER

F花は大人の手のひらほどもあります

●コンパクトな草姿で大輪の花
●暑さに強く育てやすい
●プランターやコンテナでも楽しめる

Sロコガー
ルの詳しい
育て方はこ
ちらから

監修・商品のお問い合わせ／カネコ種苗株式会社 3www.kanekoseeds.jp/jgarden
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簡単に使える除草剤で
もう草むしりは不要！

これからの季節︑気になってく

るのが雑草⁝⁝︒でも︑草むしり

って大変じゃないですか？ むし

との戦いは︑単に疲れるだけでな

ってもむしっても生えてくる雑草

く︑ストレスにもなりがちです︒

そこでおすすめなのが︑﹁ラウン

ドアップ マックスロードALⅡ﹂
︒

キャップを開けて︑そのままサッ

※

と枯らしたい雑草にかけるだけで︑

根まで枯らしてくれます︒翌日

には枯れ始める速効タイプだから

すぐに効果を実感！ 大変だった

草むしりから解放されたいあなた

にピッタリの除草剤です︒

長時間かがんで足腰が痛い！ 立ち
くらみがつらい。屋外では強い陽射
しによる日焼けや、虫刺されが怖い。
手で雑草をむしると根が残り、すぐ
に生えてくる……。ラウンドアップ
マックスロードＡＬシリーズは、こ
れらの不安や不満を解消します！

草むしりの不安・不満

4

採用
ガー
ロ！
新トリ
剤ゼ
殺菌
・
虫
殺
化学

より快適に！

Point

2

トリガーが長くなり
握りやすい
新しい3本指トリガーは旧モデル
に比べて長くなり、握りやすいの
が特徴。誰にでも強力噴霧が可能
になりました。

広い範囲の散布も楽々
殺虫効果が長く続く
※1

カダンプラスDX

採用
ガー
治療
2＆
新トリ
予防※
気
病
駆除・
害虫 を防ぐ効果
行
の進
病気
※2

※1 アブラムシで約1か月

浸透移行性の薬剤が植物の隅々にまで行
き渡り、害虫を素早く退治し、殺虫効果
が長く持続します※1。さらに害虫と病気
をしっかり駆除・予防※2できるだけでな
く、弱った植物をいたわる活力成分も配
合。これ一本で園芸の悩みを解決！

基本タイプ

ラウンドアップ
マックスロードAL
（2ℓ）
®

1.2ℓ、4.5ℓボトルもラインアップ

4広範囲に楽に散布でき、植
え付け直後から収穫前日※3
まで使用できます

4一度の噴霧量がアップ！
逆さ噴霧も可能
D製品情報を動画でチェック

※雑草の種類や使用条件により異なります。

お問い合わせ／日産化学工業株式会社 ラウンドアップお客様相談窓口 20120・209374 3www.roundupjp.com

薬剤の付着量がアップ
効果が4倍 に！

ヤシ油とでんぷんからできています
※6 野菜類、
豆類
（種実）
、
いも類、
果樹類

土に落ちた成分は、短
時間で土壌粒子に吸着
して除草剤としての効
果を失います。その後、
土壌微生物により、水
や炭酸ガスなどの自然
物に分解されるので、
土を悪くすることはあ
F土に落ちたラウンドアップの成
りません。
分を微生物が分解するイメージ

パワフルな新トリガーで
嫌な病害虫を楽に撃退！

土に落ちても自然に分解

野菜作りやベランダでの園芸が

F※ラウンドアップ
マックスロードALⅡを使用

散布翌日

ラウンドアップ マックス
ロードALⅡは、根まで枯ら
す力はそのままに、速効性を
プラス。散布した翌日には枯
れ始めるので、すぐに効果を
実感できて、おすすめです！

ますます楽しくなるこれからの季

安心してお使いいただくために

「カダンプラスDX」
では、新トリガーにより
一度にまける散布面積がアップ！
トリガーがさらに握りやすくなり、
誰でも快適に園芸を楽しめます。

一度にまける散布面
積が大きくなったこ
とで、今までよりも
トリガーを引く回数
が少なくて済み、広
範囲の枝葉をカバー
できます。

※4 当社従来品比較・アブラムシに対する致死効果

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児
の手の届く所には置かないでください。●自動車・壁などの塗装面、大理石、御影石、敷石、砂利等
の石材、レンガ・コンクリート等にかかると変色・シミの原因となる恐れがあるのでご注意ください。

翌日※には枯れ始める!

●噴霧比較画像

パワフルトリガーの採用により薬剤の付
着量がアップ！ 化学殺虫・殺菌剤ゼロで、
さまざまな植物に使え、食品成分※5由来
の膜が病害虫を包み込んで退治。使用回
数の制限がなく、収穫前日まで何度も使
※5 有効成分
（ソルビタン脂肪酸エステル）
は、
えます※6

4.5ℓボトルもラインアップ

中栓はシャワー機能付きF

のが︑病害虫対策︒もしも病害虫

Sスギナにはたっ
ぷりとしたたる程
度にシャワー

節︑しっかり頭に入れておきたい

雑草が目立ってきたら、
キャップをとって、その
ままサッと葉にかけるだ
け。面倒な作業は必要あ
りません。

重要になります︒

®

新しいパワフルトリガーにより
使いやすさがアップ

散布面積アップで広範囲に
均一にまける

カダンセーフ

ラウンドアップ
マックスロードALⅡ
（2ℓ）

握りやすい
トリガーで、今まで
以上に快適に薬剤を
散布できます

より簡単に！

※4

基本＋速効タイプ

を見つけたら︑早めの対処が特に

※雑草の種類や使用条件により異なります。

そこでおすすめしたいのが︑一

サッとかけるだけでOK!
手間いらずで簡単に使える

本で園芸の悩みを解消してくれる

枯らしたい雑草に、そのままサッと
かけるだけで、成分が葉から入って
根まで枯らす、草むしりいらずの除
草剤。しっかり根まで枯らす「基本
タイプ」と、翌日※には枯れ始める
「基本＋速効タイプ」
をラインアップ。

殺菌剤ゼロの安心感で好評の﹁カ

After
散布14日後

﹁カダンプラスDX﹂
と︑
化学殺虫・

葉から入って
！
根まで枯らす

あなたを
草むしりから解放する
®
ラウンドアップ
マックスロードALⅡ

ダンセーフ﹂です︒パワフルな新

Before

散布翌日

1

で以上に握りやすくなり︑強力な

お家周りのしつこい雑草、
あなたはまだむしっていますか？
ラウンドアップ マックスロードALⅡが、
あなたを草むしりから解放します！

Point

トリガーを採用することで︑今ま

そのまま使える除草剤で
お家周りを快適空間に

は簡単に使える殺虫・殺菌剤で︑

葉から入って根まで枯らす!

噴射を実現しました︒この春から

草むしりとは違い、葉から入った成
分が雑草の根までしっかり枯らすの
で、作業を何度も繰り返さずにすみ
ます。しかも、かけた雑草だけ枯ら
せるため、枯らしたくない花木には
かけなければ安心です（※植栽地に
は使用できません）
。

園芸シーンで困るのが、
やはり病害虫。
パワフル噴射の殺虫・殺菌剤を使って、
楽に退治しましょう！
でみましょう︒

草むしりから
解放される
ヒミツはここ!

園芸シーンを
より簡単に快適に！
もっと快適に園芸ライフを楽しん

・熱中症 ・日焼け ・虫刺され
・腰痛 ・疲労
・また生えてくる草がストレス

※雑草の種類や使用条件により異なります。

11

新トリガー採用の殺虫・殺菌剤で

草むしりの
不安・不満を解消!

※3 キュウリ、トマト、イチゴ、ナス

NEW

1000㎖入

D製品情報を動画でチェック

NEW

1100 ㎖入

じょうずな使い方など情報はこちらからS
お問い合わせ／フマキラー株式会社 お客様相談窓口

0077・788・555または103・3255・6400 3www.fumakilla.co.jp
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使い方を知れば
薬剤は怖くない

害虫の悩みが減ると

●薬剤を使って時間を有効活用！
例えば毎日10分間手作業で駆除すると
10分×60日＝10時間必要

薬剤を使わず
約2か月間
害虫駆除

パッケージの裏面に記載されている
作物名の確認が大切

植物の大敵
﹁害虫﹂
薬剤で効率よく撃退

自分で作る野菜やハーブのおい

しさ︑丹誠込めて咲かせた花の愛

彩りと潤いを与えてくれます︒と

らしさ︒園芸は私たちの暮らしに

園芸はもっと簡単に
楽しくなる！
ころが︑そんな幸せな時間を邪魔

園芸愛好家にとって害虫は︑大

する存在が︒そう︑害虫です︒

うずに利用することで︑効率よく

きな悩みの種ですが︑薬剤をじょ

ようになります︒

駆除でき︑時間を有効活用できる

でも﹁どんな薬剤を使えばいい

かわからない﹂という人もいるで

しょう︒そんな時は︑多くの植物

害虫駆除のために薬剤を使うメリットの一つが、駆除作業
の時間短縮です。作業時間が減ると、花がら摘みなど管理
作業に集中でき、より園芸を楽しむことにつながるでしょう。

に使え︑植え付け時も生育中でも

例えば薬剤の効果が1か月持続するタイプの場合、
1か月に1回10分間作業するとして10分×2日＝20分必要

す︒薬剤をじょうずに利用して︑

作業時間9時間以上の短縮！

使えるタイプの薬剤がおすすめで

薬剤を使って
約2か月間
害虫駆除

園芸をもっと楽しみましょう！

食用に育てている野菜の場合、薬剤を使用すること
が心配な人は多いと思います。しかし、最近の薬剤
は人に対する毒性が低く、選択的に虫に効きやすい
ものが開発されていて、環境中での分解もされやす
いのが特徴です。薬剤は毒性や作物への残留確認など、
さまざまな安全性を評価されて登録されています。

作業時間約10時間

害虫が出たら、
どうしてますか？
多くの植物に使える殺虫剤
「土にまくだけ害虫退治 オールスター」
で
簡単に退治しちゃいましょう！

●薬剤の毒性の一例（さまざまな指標があります）
例えば体重が50kgの人が薬剤を一気に摂取した場合の
・
・食塩よりも低い毒性です。
LD 50 ※を換算すると・
※ LD50とは急性毒性の指標のことで、投与によって50％の動物が死亡すると予測される量。
食塩を一気に摂取するのは困難であり、危険性を示すものではありません

「土にまくだけ害虫退治
オールスター」
の内容物

250ｇ

LD50＝
5000mg/kg
で算出

約300種類の作物に使える「土にまくだけ害虫退治 オールスター」
。
多くの植物の害虫駆除に対応できます

食塩

150ｇ

LD50＝
3000mg/kg
で算出

どの殺虫剤がいいのか
わからない時は？
害虫対策用としてさまざまな殺虫剤が販売されていますが、どれ
を選んだらいいのか迷いますよね。そんな時は、使用できる植物
が多く、植え付け時も生育中も使えるタイプ、
「土にまくだけ害虫
退治 オールスター」
がおすすめです。

●スプレータイプと異なり舞い散らない
ベランダ栽培にもおすすめの粒タイプ
ミニトマトなどの人気野菜やさまざまな
花、
観葉植物に使える

速く効いて約1か月効果が持続
※植物・害虫の種類、
使用環境によって異なります。

植え付け時も生育期も使える
土にまくだけ害虫退治
オールスター(600g入)
3ミニトマトやトマト、ピーマン、
ナス、キュウリなど野菜約90種類
をはじめ、花や観葉植物など、こ
れ一つで300種類以上の植物に使
えます。植え付け時や生育時にも
使えるのが特徴で、浸透移行性に
より薬剤が根から植物全体に行き
渡ります
※商品の裏面をよく読み、
使用できる作物名と
使用方法を守ってご使用ください。

※

植物と害虫
最適な土壌や適正な肥料やりをすれば、
植物が健康になり、虫は付きにくくな
ります。しかし、それでも虫はやって
きます。特に植えてすぐの植物は、害
虫が発生するとダメになってしまうこ
とも。また、虫が植物の病気を媒介す
ることもあります。

園芸では水やりや手入れなど、
さまざまな作業が必要になりますが、
それも楽しみの一つ。
しかし、
なかには楽しくないことも。
それが害虫対策でしょう。
害虫は私たちの意に反して発生するため、
対策が重要になります。

園芸に必要な
主な作業

アオムシ

土作り・
植え付け

水やり

キャベツに付いたアオムシ。こまめに見つけて
駆除するのは大変そう……

害虫が出ると？
害虫が発生すると植物の成長が阻害され
てしまい、さまざまな弊害が現れます。

●植物が大きくならない

肥料やり

害虫対策

●作物の収穫量が減る
●作物の味が悪くなる
●花が咲かない

トマト、
ミニトマト、
ナス、
ピーマンは
収穫前日まで使える
有効成分は害虫にはよく効き、
哺乳類には毒性が低い

いやな臭いがしないタイプ
室内の観葉植物などにも

害虫は愛好家の意に反して
発生するもの

管理・手入れ

植え替え

バラの樹液を吸うアブラムシ。ウイルスを媒介
することもあるやっかいな害虫です

商品のお問い合わせ／アース製薬株式会社 お客様相談窓口20120・81・6456 3earth-chem.co.jp/earthgarden/
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100％食品成分

!!

!?

お酢の力 で
虫や病気を
退治・予防！

だから安心

﹁お酢で病害虫を撃退できるの ﹂
そんな疑問にお答えします︒
お酢の力ってすごいんですよ

切な野菜や花を安心できるもので

植物を育てるのが楽しい季節︑大

そこでおすすめなのが︑オリジナ

オリジナルブレンド
お酢スプレー

育てたいと思う人も多いでしょう︒

予防には

100％食品でできた

お酢﹂です︒あらゆる植物に使う

Q3 使い方は簡単？

ルブレンドのお酢スプレー﹁やさ

市販のお酢を薄めるだけでは、
効果は出にくいです。
適正な濃度で、
付着しやすい性質の「やさお酢」
なら、
そのまま散布できます

防に力を発揮︒一定期間継続して

ここが
ポイント!

ことができ︑虫や病気の退治と予

アブラムシ類
ハダニ類
コナジラミ類
うどんこ病

1

使用することで植物が強くなり︑

野菜類
豆類
（種実)
イモ類
果樹類
花き類・観葉植物
樹木類

家庭用のお酢では葉や
虫にはじかれてしまう

その後約 か月間︑虫や病気の発

適用病害虫名

やさお酢
「やさお酢」は葉に付着
しやすく、
虫にまとわり
付きやすい

生を抑える効果も︒

100％食品でできているため︑
！
食べる直前まで使えるのも特徴︒
ッ と だけ
薬剤が気になる人も安心して使用
シュ レーする
スプ

作物名

家庭用のお酢

することができる︑園芸愛好家の

作物名と適用病害虫名

A

心強い味方です︒

A

アブラムシやハダニなどいつの間にか
被害を与える小さな害虫やうどんこ病に効きます。

人と植物に優しい！
お酢の力で病害虫を撃退

Q2 どんな害虫や病気に効くの？

2〜3日おきに
約2週間散布すると、
その後約1か月間※1

害虫や病気の発生を抑えます。
※1 散布状況、気象状況（散布後すぐに雨が降るなど）によっては、
効果にむらが生じる場合があります。

退治には

害虫に向かって液が
したたるくらい散布します。
Q4 収穫した野菜をすぐに
食べたいけど大丈夫？
A

Q1 お酢の力ってすごいの？

お酢100％で作られているので、
うっかり食べる直前に
使用してしまっても大丈夫!

A

キュウリのうどんこ病に対する試験
処理方法：2〜3日に1回散布

LINEで園芸相談!「ガーデニングのお悩み解決ホットライン」
アース製薬では
LINEで 写 真 を 送
り、園芸相談がで
きるサービスを開
始しました。LINE
の友だち追加で、
園芸の質問ができ
ちゃいます。

LINE友だち追加方法
●

ID検索から
@earth-garden

●

QRコード から

病気や害虫から植物を守り、
元気に育てる効果があります。
ナスのアブラムシに対する試験
処理方法：2〜3日に1回散布

やさお酢 (1,000㎖入)
あらゆる植物に使用できるオリジナ
ルブレンドの100％お酢スプレー。
食べる直前まで使えるので、薬剤が
気になる人にもおすすめです
※本品は食酢ですが、植物の病害虫防除に
用いる商品です。

無処理14日後

処理14日後

無処理16日後

処理16日後

商品のお問い合わせ／アース製薬株式会社 お客様相談窓口20120・81・6456 3earth-chem.co.jp/earthgarden/
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水辺を楽しく彩る
コンパクトアクアテラリウム

ここが
イイ

水槽の使い方次第で、アートなシーンを演出することがで
きます。流木を大胆に組み合わせて陸地部分を作ったらコ
ケをはわせ、ネオレゲリアやエアプランツなどの着生植物
を流木に付けて陸上部分を華やかにしました。

今日からできる！
水と緑のある生活

水と緑に
癒される

▪スタイリッシュな水槽でアクアテラリウム
▪流木を大胆に使い、
植物を組み合わせる

アクアリストはもちろん、
園芸愛好家にも
人気上昇中の水草レイアウトやアクアテラリウムに挑戦してみましょう！

専用グッズで簡単に！
お部屋で楽しむ水と緑

水と緑のある景色は︑見ている

だけで癒されます︒そんなシーン

難しそうに見える水槽レイアウト

を部屋に再現できたら⁝⁝︒一見

でも︑専用の器具を使えば︑誰に

でも今日から簡単に楽しめちゃう

S水槽の上部に使うのは、
コケやシダ、ブロメリア
の仲間など、湿度を好む
植物がおすすめ

んです︒美しい水草で彩られたレ

時に楽しめるアクアテラリウムな

イアウト水槽や︑陸地と水中を同

に挑戦してみましょう︒

ど︑水と緑に癒されるレイアウト

ここでは小型の専用ケースやア

商品のお問い合わせ／寿工芸株式会社
3 www.kotobuki-kogei.co.jp

クアテラリウム用水槽を使ったレ

Fスタイリッシュなガラス水槽を使い、水中の水草と陸
上の植物を同時に楽しめるレイアウトに仕上げました

らは︑お部屋で水辺の景色に癒さ

使用器具／水槽とフィルター：アーク250CFセット、
底砂：和彩 月白
（器具はすべて寿工芸）

イアウトを紹介します︒この春か

れてみてはいかがでしょうか？

水上を植物でデコレーション

Sガラスのケース
を使って、水草で
あふれる水景を楽
しんでみましょう

水草と魚で作る
アートな水槽

S水草を水面から
眺めるのも楽し
い！ 水草の色彩
や葉の形にこだわ
って育てるのもお
もしろいかも

水草で作った草原に、真っ赤なドレスをま
とった魚が舞う。小型水槽でも水草や魚の
選択次第で、誰もが目をひく水槽になりま
す。水槽中央部に石を配して、レイアウト
に変化をつけているのもポイントです。

水草の花壇を卓上に
使用器具／ケース
（左）
：グラスアク
アリウム ティアー、ケース（右）
：
グラスアクアリウム ポット、ライ
ト
（右）
：クリアLED リーフグロー

使用器具／水槽：グラステ
リア メダカ 横見、ライト：
クリアLED POWER X 2030
（器具はすべてジェックス）

インテリアケースで水草を楽しむ
大きな水槽でなくても、水草を楽しむことができるんです。
アクアリウム用のガラスケースを使用し、底砂や流木など
を入れ、水草を植え込みましょう。おしゃれなLEDライト
で光を当てれば水草は光合成を行い、成長を始めます。

ここが ▪小型ケースだから卓上で楽しめる
イイ ▪おしゃれなライ
トで水草を鮮やかに演出

S小型のケースなら、卓上やち
ょっとしたスペースなど、いろ
いろな場所で水と緑を楽しむこ
とができます

緑の草原にベタが咲く!
ここが
イイ
F部屋を薄暗くして水槽の
ライトをつけると、水槽が
美しく浮かび上がります
D闘魚とも呼ばれる美
しいベタはオス同士で
激しく争うため、必ず
1匹で飼育します
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▪水草1種類とベタ1匹でシンプルに
▪小型水槽だから狭いスペースにも置ける

商品のお問い合わせ／ジェックス株式会社 3 www.gex-fp.co.jp

商品のお問い合わせ／
ジェックス株式会社
3 www.gex-fp.co.jp
撮影協力／有限会社ピクタ
3 www.picuta.com
撮影／大美賀隆
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専用アイテムで水辺を演出

お部屋の中に水辺を再現できる

アクアテラリウム︒﹁やってみたい

もしれません︒そこでおすすめし

けど難しそう﹂と思う方もいるか

ットになった﹁グラステリア アク

たいのが︑水槽とフィルターがセ

別売りの底砂や石を用意し︑すぐ

アテラ200キューブHセット﹂
︒

にアクアテラリウムが楽しめます︒

ーカー﹂を使えば︑水辺の風景を

さらに分水ポンプ﹁アクアテラメ

また︑
﹁もっと水草も楽しみた

自由に演出することが可能に︒

い！﹂という人には︑専用のイン

テリアケースやライト︑水草育成

春からは︑自宅で水辺や緑を楽し

アイテムの使用が便利です︒この

んでみましょう！

お部屋で

水辺と

グリーンを
楽しもう

簡単スタート＆ステップアップ

フィルター

水と緑がある風景に癒されることもしばしば。専用のアイテムを使って、
そんな癒しのシーンを自宅に再現してみましょう！

水中でもアクアテラリウムでも使用でき
るフィルター「サイレントフロー スリ
ム ブラック」
がセットされています

コケを使って水辺を再現 !
使用器具／水槽：グラステリ
ア アクアテラ スリム450、
フィルター：サイレントフロ
ー パワー ホワイト、分水ポ
ンプ：アクアテラメーカー、
ライト：クリアLED SG450W
パールホワイト（器具はすべ
てジェックス）
S前面が斜めにカット
されたアクアテラリウ
ム専用水槽はレイアウ
トがしやすく、インテ
リアとしても映えるの
でおすすめ

水辺を楽しむ
アクアテラリウムが簡単にスタートできる
専用水槽とフィルターのセットが新登場！
前面が斜めにカットされた水槽「グラステリア ア
クアテラ」とフィルター「サイレントフロー スリ
ム ブラック」がセットになっているので、アクア
テラリウムの初心者でも気軽に始められます。

グラステリア
アクアテラ200キューブHセット

自分でデザイン！

水槽サイズ／幅20×奥行20×高さ24cm
水容量約3.5ℓ(水深約10cmの時)
セット内容／ガラス水槽、サイレントフロー スリム ブラック、
ガラスフタ、フタ受けホルダー、クッションマット、カルキぬき

別売りの底砂を敷き石を組ん
だら、植物を植え付けて、水
辺を楽しみましょう！

アクアテラリウム用水槽

魚を泳がせてもOK！

前面が斜めカットでアクアテラリウムに最
適な開放感のあるデザインになっています

水槽のサイズに合った小型の
熱帯魚やメダカなどを泳がせ
ると、水辺の雰囲気もグッと
アップします

さらにステップアップ
アクアテラリウム用の分水ポンプを使って、
小さな滝や水が染み出す自然な風景を演出
新発売の
「アクアテラメーカー」
は、ポンプで吸
い上げた水をチューブで分水することができま
す。陸地の植物に水分を供給したり、滴る水を
演出したりと、レイアウトに合わせて自由にア
レンジしてみましょう！

アクアテラメーカー
本体サイズ／約幅3.5×奥行5×高さ5cm
適合水槽／幅60㎝以下の水槽

▪コケによる自然な水辺の雰囲気を味わえる
▪前面が斜めにカットされたアクアテラリウム用水槽で
レイアウトがレベルアップ

水草を美しく育てよう
インテリア性の高い水槽

ここが
イイ

水上も水中もコケで彩る
オープンアクアテラリウム
コケを楽しむ人が年々増えているようです。アクアテラリ
ウムでは、陸生のコケと水生のコケを同時に楽しめ、また
水中ではメダカなどの小型魚を飼育することも可能です。
水槽の上部がオープンになった開放感のあるテラリウム専
用水槽で、こけむした水辺の景色を楽しんでみましょう。

アクアテラリウムの水中や、
おしゃれな
インテリア水槽で水草を楽しみましょう！

水槽

水草を楽しむためのグッズが多数ラインアップされていま
す。インテリアケースやLEDライト、水草育成アイテムを
上手に利用すれば、水草を美しく育てることができます。

水草の育成
グラスアクアリウム
ティアー
3水草がよく映える
ガラス製のケース。
水容量約4ℓと小型
なため、卓上で気軽
に楽しめます

水草を育てる専用グッズ

水草
コンディショナー
200
S水草の育成に必要な成
分をバランスよく配合。
小さな水槽にも使いやす
いスプレー式

ライト

小型水槽に適した
おしゃれなLEDライト
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F水中にはメダカが遊ぶ。
植物だけでなく魚も楽しめ
るのが、アクアテラリウム
の楽しいところ

なぎ き

狩野凪輝さん
東京サンマリン勤務。水
草部門担当。今回の特集
で紹介したレイアウトは、
狩野さんの作品

水槽レイアウトのプロ

S水中にはウィロー
モス類など、水中生
活に適応したコケを
入れましょう
●レイアウト制作・撮影協力店

東京サンマリン

クリアLED
リーフグロー

水草栄養ブロック

3
「グラスアクアリウム」
などの小型水槽にぴった
りのLEDライトで、水草
を美しく照らしましょう

3水草に不足しがちな栄
養を添加。効果は長期間
持続します。根腐れ予防
にも最適

お問い合わせ／ジェックス株式会社 ジェックスサービスセンター 1072・966・0054 3 www.gex-fp.co.jp

F流木を組んで陸地を
作り、水槽背面は専用
の植え込み材を使って
コケを活着させます。
シダなどを植え付ける
と、さらに雰囲気がよ
くなります

部屋で
ぜひお 景色を
水辺の ださい!
でく
楽しん

熱帯魚から海水魚、水草など豊富な品ぞろえ
を誇る、都内最大級の総合大型プロショップ。
i東京都江戸川区西篠崎1-6-5 サンピア101
103・5243・1411
3www.sunmarine.co.jp
商品のお問い合わせ／ジェックス株式会社 3 www.gex-fp.co.jp

Fコケや植物を育てる
には、専用のLEDライ
トの使用がおすすめ

Sアクアテラリウム
に適したフィルター
を使えば、陸地部分
から水が染み出るよ
うな演出も可能
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緑と楽しむ水の生き物たち
水ぬるむ春は、
水の生き物の飼育をスタートするにはいい季節。
そこで、
水の生き物飼育のエキスパートである島藤和之さんにポイントを教えていただきました。

緑と楽しむ金魚やメダカ
ウーパールーパー も⁉

緑と一緒に楽しめる水の生き物

は︑たくさんいます︒なかでも特

水鉢に岩で陸地を組んだオープンアクアテラリウム。
陸地部分にはアスパラやコナラ、
ナンテンなどを植え、
森の雰囲気を演出。水中にはウィローモスや
アヌビアスを植えて、
メダカを泳がせています。

島藤和之さん
株式会社ニチドウ勤務。
金魚はもちろん、水の生
き物飼育のエキスパート

飼育の基本！ 水作りに
生き物飼育の基本は水作りです。水道水に含まれるカルキ
（塩素）
を中和したり、水質調整剤などを上手に利用しましょう。

健康作りに！ エサ
金魚やメダカの健康作りには、
専用のエサを与えることが大切。
健康維持には、
エサは与えすぎず適量を守るのものコツです。

金魚のエサ
(50ｇ入)

2金魚の成長に必
要な栄養をバラン
スよく配合。浮上
性の小粒タイプ

さんそを出す石

メダカのエサ

31個で約1か月酸素が
ゆっくり溶け出します。
納豆菌配合で飼育水を
きれいにします

3メダカやタナゴな
どの成長に必要な栄
養素をバランスよく
配合。顆粒タイプ

お問い合わせ／日本動物薬品株式会社 3www.jpd-nd.com/n_jpd

に人気なのが︑定番の金魚やメダ

3水中の二酸化炭素濃度を増加させ、
光合成を促進。成長に必要な8種類の
微量元素を補給します

生き物飼育には酸素の供給もポイ
ント。特に小さな容器で飼育する際
は、
酸素が溶け出すアイテムで快
適な環境を作りましょう
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が︑最近では水辺の雰囲気を楽し

(250㎖)

ウーパーフード
スペシャルランチ

(8個入り)

カでしょう︒水槽はもちろんです

CO2リキッド8エレメンツ

(100㎖)

2水道水中のカルキや重金属を
無害化し、ウーパールーパーに
適した水にします

生き物イキイキ！ 酸素供給

で緑と一緒に楽しむ人が増えてい

観葉植物などと同様に、
水草も成長には光や二酸化炭素、
微量元素が必要です。
これらを上手に補い、
水草を美しく育てましょう。

ウーパートリートメント
カルキ抜き＋粘膜保護

3ウーパールーパーの体表
を守る粘膜ケア成分を配合。
沈下性の小粒タイプ

オープンアクアテラリウムで
メダカを楽しむ

水草の育成に

ウーパールーパーを元気に育てるには、
専用のエサや水質調整剤の使用がおすすめです。

(30ｇ)

むアクアテラリウムや︑水鉢など

ウーパールーパーにおすすめ

うことで︑インテリア性も高くなり︑

水
生き物の
飼
のプロ 育

愛らしいウーパールーパー。
そのしぐさに癒される人が続
出です

るようです︒おしゃれな容器を使

上から見ると尾ビレが蝶の
羽のように広がる蝶尾デメ
キンは、水鉢で観賞すると
美しい姿がより映えます

年々注目度がアップしています︒

形のいい流木に
アヌビアスを付
ければ、水辺の
雰囲気を満喫で
きるでしょう

また︑金魚やメダカ以外にも最

水鉢で水草と一緒に金魚を楽しんでみましょう。
アヌ
ビアスなどの水草は、流木や石に付けて育てることが
でき、水鉢を緑で彩ることができます。

近はウーパールーパーの人気が上

ること間違いなしです！

初心者にもおすすめ！
水草が彩る水鉢で金魚飼育

昇中︒その愛らしい表情に癒され

便利グッズを上手に使い
緑と水の生き物を楽しむ

水の生き物と植物を同時に楽し

て最適な環境を用意することがポ

むには︑それぞれの特徴を理解し

に使えて︑飼育や栽培を容易にし

イントになります︒ここでは簡単

てくれるおすすめのグッズをピッ

クアップしました︒

水の生き物を上手に飼育するた

めにエサはもちろんのこと︑水質

調整剤や︑ろ過バクテリア︑酸素

供給アイテムなどを上手に利用し

てみましょう︒また︑水草などの

植物の育成には︑光合成促進液な

大人気の両生類ウーパールーパー
（アホロートル）
は、
水鉢で飼うこともできます。鉢からの脱走や、屋外での飼育時にのらネコ、
鳥などのいたずらを防ぐには、金網のふたなどを設置しましょう。

どの利用がおすすめです︒

かわいい〜！ 水鉢＋水草で
ウーパールーパー飼育

(50ｇ入)

マッド・セル
(250㎖)

4国産の天然粘土モンモリロナイ
ト配合で、飼育水中の不純物や
アンモニアなどを吸着します

ろ過するバクテリア 金魚・メダカの中和剤
(100 ㎖)

(100 ㎖)

4水質浄化に重要な役割
を果たすバクテリアを生
きたまま封入しています

4水道水に含まれる有害
なカルキを中和し、魚が
住みやすい水質にします

お問い合わせ・撮影協力／金魚の吉田 3kingyo-yoshida.com

全身が輝く白幹
之フルボディと
いうメダカ。背
部が強く輝くの
で、上から観賞
するのに適した
品種です
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レイアウトに映え、丈夫で育てやすい水草をピックアップしてみました。
種類によって色や草姿が異なるのも水草の魅力。色彩や草姿の違う
ものを組み合わせると、
レイアウトに変化が付けやすくなります。
Ｎｏ．

3

Ｎｏ．

Ｎｏ．

1

2

気軽に始めてみよう！

水草というと水の中で育てるた

めに難易度が上がる印象がありま

なんです︒必要なものは︑水槽な

すが︑実は思っているよりも簡単

どのケースにライト︑底砂の他︑

るのもおすすめです︒

水質調整剤や栄養剤なども利用す

水槽をセットしたら︑魚などの

生き物は入れずに︑まずは水草だ

槽内の環境に順応し︑無事に葉を

けで栽培を始めてみましょう︒水

がて美しく茂る姿を楽しめます︒

展開して育ち始めれば大丈夫︒や

合わせて︑あなただけのレイアウ

水草の色や草姿をいろいろと組み

トを楽しんでみましょう︒

レイアウトに映える！おすすめ水草ベスト3

水と緑 に 癒される

今日から始める
水草栽培
2小型水槽でも水草を
うまく組み合わせるこ
とで、立体感のある美
しいレイアウトを作る
ことができます

水草栽培に
必要なもの
◆水槽
どんな形状のものも使用できます。
水草レイアウトには水槽内が見や
すいガラス製がおすすめ。

◆ライト
成長のために光が必要。水草に
はアクアリウム専用のLEDライ
トがおすすめ。

◆底砂
底床に根を張る水草には底砂が
必要。水草に適したアクアリウ
ム用ソイルなどがおすすめです。
ピグミーチェーン
サジタリア
よく繁茂し、水草の草原
を作りやすい小型種

ミニマッシュルーム
キノコのような草姿がア
クセントになる小型種

レインキー
赤い草姿が存在感抜群。
レイアウトではとても目
立つ存在に

商品のお問い合わせ／寿工芸株式会社 3www.kotobuki-kogei.co.jp

誰でも
今日から
！
楽しめる

◆水質調整剤・栄養剤など
水草に適した水質にする調整剤
や、成長に必要な栄養剤を利用
するのもいいでしょう。

使用器具／
水槽：クリスタルキューブ150H/B
（寿工芸）

撮影協力／東京サンマリン 3www.sunmarine.co.jp
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