全国版 育てる楽しみ、観る楽しみ。
自然を暮らしにとり入れよう !
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贈る ＆育てる

春から楽しめる花で
お家を飾ろう

お家で育てて味わう！

プレミアム な絶品野菜
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「弥生、三月
-君を愛した３０年-」
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特集

お家で育てて味わう!

表紙＝波瑠
撮影＝田中智久
ヘアメイク＝岩根あやの
スタイリスト＝入江未悠
（Linx）
デザイン＝中尾一郎
（designCREST）
編集協力＝千葉由知
（ribelo visualworks）
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撮影協力＝AWABEES

プレミアムな絶品野菜

P6

特集

贈る&育てる

春から楽しめる花でお家を飾ろう
サントリーフラワーズ

個性的な模様で波打つように咲きあふれる!
P9
人気のサフィニアで自宅を華やかに
ハクサン

P10

フマキラー

暑さに強い大輪ガーベラが話題。
春から秋まで楽しめる〝ベンガル〝

P12

安心な食品原料なのに
虫や病気に効果が高いスプレーが登場!

発行人
西澤元晴

編集
伊藤聡史
大美賀 隆
越智龍二

編集人
盛田 勉
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インテリア感覚で楽しめる〝緑とお魚〝
お部屋で作るガラスの中の大自然

P18

USB水中フィルターを活用!
緑と楽しむ金魚&メダカ

P19

コトブキ工芸

アース製薬

監修
カネコ種苗株式会社
花き園芸部

ジェックス
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春から育ててお家を飾ろう!
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水槽で水草を楽しもう
種から育てて作る水草の草原！
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皆さんに一輪花を贈ることがあり

さんたちも同じなので︑最終日に
るなど︑背負うものも大きいです

﹁弥生は物語の中で震災に被災す

う︒

んなことはないんです
︵笑︶
︒だか

と思われるみたいですが︑全然そ

﹁皆さん私のことを凛としている

毎 年 、母 の 日 に は 花 を 贈 り ま す

の日の贈花の定番︑カーネ
ます︒お花は時季によりますが︑

母
ーションを手に表紙を飾っ

ら正直で潔い弥生を成立させるの

てくれた波瑠さん︒毎年︑母の日
し︑１人の役者で 年間を描いて

は大変でした︒ 代で親友を亡く

信がなかったんです︒でも︑監督

私が誰かを幸せにできるんだろう

生の人生はとてもつらく感じます︒

し︑被災して大切な人も亡くす弥

いくのも難しいことだと感じ︑自

波瑠さんだし︑それ以外はないん

が
﹃太郎は成田くんだし︑弥生は

そんな心配りがすてきな波瑠さ

にしたこともありました﹂

にはご母堂にお花を贈っているそう︒ 多いのはガーベラ︒夏はヒマワリ
いですが︑最近はいろんなお花を

﹁カーネーションを選ぶことが多
君

んの主演映画が
﹁弥生︑三月
を愛した３０年 ﹂
︒
﹁家政婦のミ

かという不安と︑それでも誰かを

組み合わせた花束もあるので︑そ

まっすぐ愛する自分でいたいとい

ういうものから選んで宅配で贈っ
望んでもらえる機会もそうないの

タ﹂︵ 年日本テレビ系︶
などの脚

だ﹄
と言ってくださって︒ここまで

たりしています︒喜んでもらえて
いるといいのですが
︵笑︶
﹂
た弥生
︵波瑠︶
と太郎
︵成田凌︶
の激

督を務めた作品で︑運命で結ばれ

い女性︒その姿は確かに波瑠さん

弥生は自分の信念を貫く芯の強

ってみたい気持ちになりました﹂

で︑こんなに熱意がある監督とや

ドの魅力は
﹁ピュアさ﹂
だと分析︒

そんななかで感じた遊川ワール

演じていても苦しかったです﹂

う思いがさらに苦しみを生んで︑

本を手がけた遊川和彦が脚本・監

の思いでお花を贈ることも︒
動の 年を 月だけで描くラブス

仕事でも︑周りの方々への感謝
﹁ドラマなどの撮影終了時に︑キ
ャストはよく花束をいただくんで
の出演依頼を受けるか悩んだとい

トーリーだ︒実は当初︑監督から

のイメージと重なる︒

﹁太郎と弥生の愛情ってすごく純
粋ですし︑多分︑遊川さん自身が

す︒でも︑頑張ったのはスタッフ

とても純粋な人なのだと思います︒
きっと遊川さんが
﹃自分も人とし
てこうありたい﹄
と思うものが太
郎と弥生の人物像に出ているんじ
ゃないかと感じますね﹂

Staff&Cast

波瑠
遊川和彦が脚本･監督を手がけるオリジナルラブストーリー。1986年3月、
弥生と太郎は高校で出会い、互いにひかれ合うが、弥生は太郎に恋する
親友･サクラ
（杉咲花）を応援。しかし高校卒業前にサクラは病気で帰ら
ぬ人に。気持ちを伝えられないまま、別の道に進んでいく2人。それぞ
れに夢をかなえ、家庭も持つが2人の人生は順風満帆ではなく、やがて
どん底に突き落とされる。そんな時、サクラが残したメッセージが届く。
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撮影＝田中智久／取材・文＝大西淳子／ヘアメイク＝岩根あやの／スタイリスト＝入江未悠（Linx）／編集協力＝千葉由知（ribelo visualworks）
花協力＝サントリーフラワーズ株式会社（ムーンダスト）／撮影協力＝AWABEES

5

64遊川和彦 j波瑠、成田凌、杉咲花、小澤征悦、黒木瞳ほか
©2020｢弥生、三月｣製作委員会
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3/20㊎公開

はる●1991年6月17日生まれ、東京
都出身。06年の女優デビュー以来、
多くのドラマや映画に出演。主な主
演作にドラマ｢あさが来た｣
（15 〜
16年NHK総合ほか）、｢サバイバル・
ウエディング｣
（18年日本テレビ系）
、
｢ G線上のあなたと私｣
（19年TBS系）
、
映画｢オズランド 笑顔の魔法おしえ
ます。｣
（18年）など。日台共同制作
の主演ドラマ｢路〜台湾エクスプレ
ス〜 （
｣ NHK総合）
が5月放送予定。
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「弥生、
三月 ─君を愛した３０年─」

Profile
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驚きの白いイチゴ！

天使のいちご®
AE

おいしく育てる
ポイント

イチゴは赤いという概念を覆す白いイチ
ゴ。家庭園芸用として開発されたため、
強健で栽培がしやすのが特徴です。プラ
ンターでも露地でも収穫を楽しめます。

肥沃な土を好むため、肥料を混ぜた用土
に植え付けましょう。開花したら絵筆な
どで人工授粉させると実付きがよくなり
ます。開花後、約30日で実が熟し、果実
表面の粒が赤くなったら収穫時期です。

エンジェルエイト

植え付け時期：3月上旬〜
収穫時期：4月中旬〜7月

この春から始めてみよう
苗から育てるおいしい野菜

野菜は買うだけじゃなく︑育て

て収穫するのもおすすめです︒そ

の利点は︑食べごろのみずみずし

い状態を味わえるということ︒春

になるとホームセンターなどには︑

家庭園芸用に開発された︑おいし

F各野菜の詳しい育て方、
料理レシピはこちらから

くて育てやすい野菜苗が販売され

監修／カネコ種苗
3www.kanekoseeds.jp/jgarden/

ます︒これを購入して育てれば︑

数か月後にはおいしい野菜が収穫

ここでは家庭で楽しめるプレミ

できるのです︒

アムな野菜をピックアップしまし

た︒トマトにイチゴ︑サツマイモ︑

プランターを使えば、狭いスペースでも栽培が楽しめます

●従来品種に比べて果実が白く鮮やか
●甘酸っぱくて抜群の食味
●四季咲き性のため長い期間収穫できます

スーパーなどでは売っていない絶

ここがプレミアム!
従来品に比べて果実の
色変化が少なく、果肉
まで白いのが特徴

市場流通に乗らない、おいしい野菜があるのを知っていますか？ 自分で育てて収穫できる絶品野菜を紹介します。

品野菜を堪能しましょう！

赤いイチゴと一緒
にすると、白さが
ひと際映えます

お家で育てて味わう！
プレミアムな絶品野菜

おすすめの絶品野菜
今回紹介する野菜は、カネコ種苗が品種改
良したもので、味や形、病害虫への耐性、
収穫量などにこだわったプレミアムな品種。
苗は春からホームセンターなどで購入でき
ます。トマトやイチゴはプランターでも栽
培できるので、気軽に始めてみましょう。

甘くて絹のような舌触り！

シルクスイート®

植え付け時期：4月下旬〜
収穫時期：10〜11月

写真のポット苗
や、イモ植え苗
から脇つるを採
って育てます

なめらかな舌ざわりと強い甘みで「まるでスイー
ツ」と言われる人気急上昇品種。国内の民間企業
が作り出したサツマイモ品種という点でも話題に。

苗を購入後の栽培ポイント

プレミアムな絶品野菜

サツマイモ栽培では、苗を育てて得られる脇つるを使
ってイモを育てます。ポイントを挙げてみましょう。

トマト： 超スィートトマトTM
イチゴ：天使のいちご AE（エンジェルエイト）
サツマイモ：シルクスイート

①脇つるを切り取る

プランターや鉢を使って気軽に始められます

苗を育て脇つるの
葉が7〜8枚になっ
たら切り取ります。
この脇つるを育て
てサツマイモを実
らせます。

なめらかな質感
でスイーツのよ
うな味わい

②茎を土の中に埋める

切り取った脇つる
を畑に植えます。
この際、根本の葉
3〜4枚分の茎を地
中に埋め、先端部
は地上に出します。

③イモができたら収穫

ここがプレミアム!

濃赤紫色のなめらかな肌
で紡錘形。見た目も抜群

7

●従来品種よりしっとりなめらかで上質な舌ざわり
●甘みが強く食味に優れる
●貯蔵性にも優れる

植え付け後は追肥
などをして管理。
順調に育てば、4
か月以上
（130日前
後）経過で収穫時
期となります。

超スィートトマトTM

植え付け時期：4月中旬〜
収穫時期：7月以降

おいしく育てるポイント

プランター栽培時は、土が15ℓ以上入る容器に1
株が目安。脇芽は随時摘み取り、主枝の5段目の
フルーティーな味わいが自慢の中玉トマトの逸品。人
花房が開花し始めたら、5段目の花房の上の葉2枚
気の スィートトマト の食味のよさはそのままに、
を残して葉の上部を摘芯します。先端の実や不良
優れた耐病虫性を兼ね備えることで、作りやすさもア
の実を摘果して、
実を充実させるのもポイントです。
ップしました。

ここがプレミアム!
●糖度と酸味のバランスが抜群
●耐病虫性を兼ね備え栽培がしやすい
●1花房に8〜12果と納得の収穫量

果実はピンポン
玉サイズで、そ
のまま食べても
味がよく、料理
にも使いやすい

甘さと酸味のバランスがよく、バゲットなどにトッピングす
るのもおすすめ

じょうずに作って、たくさん収穫しましょう

6

NEW

贈る＆育てる
春から楽しめる花でお家を飾ろう

江戸しぼり

花弁が青紫色に縁どられた、絞り染めのような花
模様が美しい。お家を上品に飾ることができそう。

今までに
ない黄
色と茶色
のとらネ
コ模様
が斬新

春から花を楽しむなら
よく咲く品種がおすすめ

春は花苗が多く出回り︑花々を

丈夫でよく咲くカーネ
ーション
「サキーネ」
豪華に咲く
「スーパー
ゼラニウム チャンピ
オン」
のキャロル

つぼみ
がしっか
り開花す
る革命
的カーネ
ーション

人気のペチュニア
「サフィ
ニア」
の新色、江戸しぼり

カーネーション サキーネ
開花時期：4月〜6月
ナデシコ科ナデシコ属

これまで鉢花のカーネーションは、購入後に
つぼみが開花することはなかなかない、とい
うのが一般常識でした。しかし、寒さにとて
も強く、温度変化に耐性のある
「サキーネ」
は、
購入後につぼみが開花するため、長期間美し
い花を楽しむことができます。花色もロジー
レッドやペールピンクといった新色を加えて、
色とりどりのラインアップ。贈った相手に管
理のポイントを教えてあげるのもいいですね。

個性的な模様で波打つように咲きあふれる！

人気のサフィニアで自宅を華やかに
1株でも見事に咲きあふれるサフィニア。株が小さいうちに枝先（頂芽）を摘むことで枝分かれし、
花芽をたくさんつけるようになります。この春登場した新しい花模様も加えて、自宅を華やかに彩ってみましょう。
ニア
１サフィ
o
N
気
がる人
かび上
浮
が
ト
ハー
花びらに

育て始めるのに最適な季節︒美し

い鉢花もたくさんリリースされる

ので︑親しい人にプレゼントする

のもいいでしょう︒

お庭や玄関周りを華やかに飾る

1

なら人気の
﹁サフィニア﹂や
﹁スー

くさんつけるものがおすすめ︒ま

パーベル﹂など︑ 株でも花をた

贈る

た︑母の日のプレゼントの定番カ

サフィニアはサントリーフラワーズが開発し
た、ガーデニングの最高傑作とも称されるペ
チュニアの改良品種です。単色のほかに人気
の
「ももいろハート」
や、新色の
「江戸しぼり」
など個性的な花模様を持つ人気品種がライン
アップ。花言葉は
〝咲きたての笑顔″。

ーネーションでは︑環境変化に強

開花時期：4〜10月
ナス科ペチュニア属

く購入後もつぼみがしっかりと開

サフィニア

花する
﹁サキーネ﹂
という品種が注

力!
様が魅
模
花
品な
ような上
の
め
染
り
まるで絞

目されています︒気に入った花色

とらネコ

黄色と茶色のとらネコのような模様が特徴。
ネコ好きはもちろん、多くの花好きに愛され、
庭先がとても楽しくなる花模様です。

を選んで︑お花のある生活を楽し

!

んでみましょう︒

NEW

春に入手できる人気の花々を集めました。育てて自宅を美しく飾ったり、鉢花をプレゼントするのもおすすめです。

Dサキーネの詳しい
情報はこちらから

模様をきれいに出すポイント
サフィニアの花模様は、温度や
肥料条件で変化します。メリハ
リのある模様を出すには、適量
の肥料を定期的に与えることが
コツ。以下のポイントを参考に、
美しく育ててみましょう。

凍りながら育つ出荷前のサキーネ。無暖
房栽培だから環境変化に強いのが特徴

マミーピンク

NEW

NEW
鉢花の選び方
花を長く楽しむポイントを押さえておきましょう。
①花やつぼみが多いものを選ぶ
花がたくさん咲いていて、色のついたつぼみが多いものを選ぶと、花を長く楽しめる。

4サフィニアの栽培や
施肥のコツはこちらから

1 日照

ももいろハート
花弁にハート模様が入る、サフィニアで人気
No.1の品種。ハート模様をしっかり出すに
は施肥がポイント。

SNSで楽しもう！

直射日光によく当て
て光合成を促進！

2 肥料

肥料は、市販の液体肥料
500倍希釈を1週間に1〜2
回与える

②元気な株を選ぶ

3 水やり

水は土の表面が乾いたら、鉢
底から流れ出るまでたっぷり
と。根の伸長を活発に！

枝数が多く茎がしっかりしているものは株が元気で育てやすい。

ロジーレッド

ペールピンク

置き場所

サントリーフラワーズのお花たち

レースのカーテン越しに光が入り、10〜20℃の暖かく暑すぎない場所が理想的。難し
い場合は、1日2時間でも日光に当てること。

Instagram、GreenSnapにアカウントを開設。フォローしてお花の情報をチェックしよう！

「花のある暮らし」の
魅力を発信
サントリーフラワーズの新商品や育て方
のコツ、生育過程などさまざまな情報を
発信していきます。

9

みんなが育てたお花も
見られる

動画で
お花の育て方を視聴

植物好きが集まるコミュニティサイト
GreenSnapで投稿や閲覧を楽しもう。

サントリーチャンネルでは、サフィニア
が１株で大きく咲く喜びや、ガーデニン
グの楽しさをお伝えしています。

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 3www.suntory.co.jp/flower/ 取材・文＝大美賀隆

鉢花の管理ポイント
もらったり購入したあとは、適切な管理をすることで
美しい花が楽しめます。

水やり
水切れは厳禁。土の表面が乾いたら水やりします。鉢皿などに水をためるのはNG。

肥料
施肥が有効。緩効性の固形肥料を月に1回、または液体肥料を10日に1回ほど与える。

キャンディーイエロー
監修・花商品のお問い合わせ／カネコ種苗

バレンシア
3www.kanekoseeds.jp/ 取材・文・撮影＝大美賀隆
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春から育ててお家を飾ろう！
春から育て始めて秋まで楽しめる、おすすめの花々を紹介します。
いずれも丈夫で栽培は簡単。美しく育てて、お家を飾ってみましょう。

スーパーベル®
開花時期：4〜11月
ナス科 カリブラコア属

レッド

レモンスライス
ストロベリースライス

生育旺盛で耐暑性に優れる丈夫な品
種。しっかり日に当てて定期的な施
肥をすることで、こんもりとした美
しい草姿にすることができます。

ダブルピンク
リップル

大きな花房はまるで
ブーケのよう。各色
一緒に育てると、い
っそう華やかに！

スーパーゼラニウム
チャンピオン
開花時期：3〜12月上旬

ネオンスポット

フウロソウ科 テンジクアオイ属
病気に強く真夏でも生育しながら花を咲かせ
るゼラニウム。よく日光に当てて、風通しの
いい場所で管理。乾かし気味に管理し、水を
与える時はたっぷりと。

キャロル

白と黄色のバイカラーはポップな印象で、ハンギングもおすすめ！

PWブランドの花たちを育ててみよう！
ここで紹介するのは、PWブランドの花々です。PWとは、植物の
国際ブランドPROVEN WINNERS（プルーブンウィナーズ）
の略称。
世界中の優れた育種家が生み出すたくさんの品種の中から、生育パ
フォーマンスや観賞価値など、高い基準をクリアした品種にのみつ

美しく咲き誇る
バニーピンク

けられるマークのことです。なかでも日本で売られているPW品種
は、日本の気候によりマッチした品種ばかりを厳選。だから丈夫で
育てやすく、花が咲いている楽しい期間が同じ品種のほかの花に比
べてとても長く、満開の状態を長く楽しめるのが魅力です。

スーパーチュニア®
ビスタミニ
開花時期：4〜11月

ナス科 ペチュニア属
バニーピンク

スカイブルー

グローイングパープル

早春から晩秋まで長く開花が楽しめるペ
チュニア。摘芯をしなくても次々に分枝
してボリュームのある株に成長します。
十分日に当てて定期的に施肥しましょう。

小さく可憐な花
をたくさん咲か
せます。写真は
シリーズ内でも
小輪のシャイン
パープル

ディープピンク

ローレンティア
フィズアンドポップ
開花時期：5〜10月

キキョウ科 イソトマ属
通常のイソトマと異なり、幅広の花弁が愛ら
しい品種。耐暑性に優れるため長く楽しめま
す。花が終わったら切り戻し、肥料を与える
ことでよく茂ります。

シックな鉢にもマッ
チするスカイブルー

ピンクスター

ブルースター

監修・商品のお問い合わせ／株式会社ハクサン 3www.hakusan1.co.jp/ PW オフィシャルサイト 3www.provenwinners.jp/ 取材・文＝大美賀隆

生育旺盛で、たくさん咲くため庭で
も存在感抜群！
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肥料（庭植え）

色 鮮 や か な 5 色 の カ ラ ー バ リ エ ー シ ョン

春と秋に花が咲くイメージのガ

夏にも
咲く!

肥料（鉢植え）

ーベラに︑夏にも咲く品種がある

キク科の多年草、ガーベラを改良したベンガル。
30℃以上の高温や多湿に弱い従来品種に比べ
て、高温・多湿、病気に強く、花径は通常のガ
ーベラが6 〜 7cmなのに対し、8 〜 9cmと大き
いのも特徴です。日本では、イエロー withアイ、
オレンジ、レッドwithアイ、ローズwithアイ、
ホワイトの5色を販売中。

のはご存知ですか？ 従来の品種

植え付け、 植え替え

と異なり︑耐暑性があり︑夏でも

ガーベラを改良した品種

開花期

18

開花を楽しめるのが
〝ベンガル〟
で

What'sベンガル

12月

す︒ 年に日本初上陸を果たした

11月

ベンガルは︑暑い夏でも花壇や地

10月

植えで楽しめるのがうれしいポイ

9月

ント︒花姿から元気なイメージが

8月

あるガーベラの中でも︑より陽気

7月

な印象を残す大輪の花も特徴です︒

6月

また︑病害虫にも強く︑メンテナ

5月

ンスに手がかからないので︑園芸

4月

夏の陽射しを浴びながら大きな

3月

初心者にもおすすめ︒

2月

花を咲かせるベンガルは︑夏の花

1月

壇に新たな彩りを与えてくれるは

育て方

ずです︒

夏の暑さや気候に左右されにくい日本初上陸の大輪のガーベラが登場。春から秋まで続けて花をめでられる〝ベンガル〝に注目!

1
2
3
4
5

花壇、
地植えでOK
夏の暑さに負けないので、
外に植えっぱなしでも
元気に育つ

イエローwithアイ

オレンジ

レッドwithアイ

ローズwithアイ

ホワイト

長く開花を
楽しめる
春先から11月ごろまで、
病害虫の被害を防ぎ、元気に育てるために、おすすめの殺虫スプレーや肥料、活力剤がこちら!

殺虫・殺菌

殺虫・殺菌
4詳しくはここから

害虫駆除＆病気予防
活力成分も配合！

カダンプラスDX
1，
100㎖

活力成分を配合した虫や病気に効くスプレーは予防
効果もあり。葉の裏などに隠れた虫も駆除する素早
い殺虫効果と共に、殺虫・殺菌効果は長く持続する。

肥料

食品成分生まれながら
アオムシにも効果あり

カダンセーフ
1，
000㎖

食品成分由来の膜が病害虫を包んで退治する化学殺
虫・殺菌剤不使用のスプレー。有効成分が食品生ま
れの農薬として日本で初めてアオムシの登録を取得。

カダン殺虫肥料
（錠剤）120ｇ

すべての草花・観葉植物に使え、害虫も防ぐ画期的
な肥料。植物に栄養を与えながら、繁殖力が強いア
ブラムシの発生も予防。効果は最大3か月。

お問い合わせ／フマキラー株式会社

4詳しくはここから

天然アミノ酸を配合した
植物の活力サプリメント

カダン アミノパワー
（草花用）200㎖

14種類の天然アミノ酸を配合し、葉にスプレーするだ
けで植物を元気に育てることができる活力剤。アミノ
酸を与えることでよりキレイな花が咲かせられる。

0077・788・555または103・3255・6400 3www.fumakilla.co.jp

病害虫に強いので、
お手入れに手が
かからない初心者向け

日本初上陸の
大輪の花
日本にあった従来品種
より2cm程度大きな花を
咲かせます

活力剤

栄養を与えつつ害虫予防
効果は最大3か月持続

13

初心者でも
カンタン

4詳しくはここから

4詳しくはここから

ずっと楽しむことが
できます

色鮮やかな
5色の花色

ガーベラの基本色を
カバーした5色の
カラーバリエーション

12

バ ラ に つ く虫 や 病 気 に も !
チュウレンジハバチや黒星病など、バラを育てる際の困った虫や病気。
そのまま放置して、葉が枯れたり、花が咲かないなど悲しい結果になる前に「ロハピ」で対策を。

黒星病

チュウレンジハバチ

安心と効果の両立のため、10年の歳月をかけて開発された「ロハピ」。実際に使った園芸愛好家がその実力を実感しています！

花

未成熟とうもろこし

アブラムシ類

花き類・観葉植物（ばらを除く）

アブラムシ類、コナジラミ類、
ハダニ類、うどんこ病

果樹

発生した虫にかけて駆除するほか、発生前に
一定期間スプレーしておけば虫や病気の発生
を抑えてくれるのが
「やさお酢」
。いわゆるお
酢のブレンドなので、野菜などを栽培する際
は食べる直前まで使えるのも大きな特徴です。

17

アブラムシ類、コナジラミ類、 ハダニ類、
チュウレンジハバチ、 黒星病、うどんこ病

みかん

アブラムシ類

りんご

ハダニ類、うどんこ病

適用病害虫
アブラムシ

ハダニ

コナジラミ

うどんこ病

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.jp

やさお酢（1,000㎖入）

食品原料99.9％なのに
一 般 的な薬 剤と同 等 の 効 果

3

や
黒星病 も
病に
うどんこ
効果

バラの重要病害虫であるチュウレンジハバチ、黒
星病にも効果あり。2つに効く食品原料の殺虫・殺
菌スプレーは
「ロハピ」
だけ！
チュウレンジハバチ殺虫試験データ

2 〜 3日おきに約2週間散布すると、
その後1か月の間※1、虫や病気を抑制
してくれるオリジナルブレンドのお
酢スプレー。お酢には植物が育つた
めの栄養素が含まれているので、普
段使いすれば植物が元気に育ちます。
※1 散布状況・気象状況によっては効果にむらが生じます

P

nt
oi

Point

4

人と植物に優しい
お酢でできたスプレー

予防
には

ばら

安心と効果の両立を目指した
﹁ロ

豆類（種実）、 いも類

アブラムシ類、コナジラミ類、
ハダニ類、うどんこ病

安心な
の
大きな虫 に
しっかり にも
効果

園芸を楽しむ愛好家にとって︑

アブラムシ類、コナジラミ類、
ハダニ類、アオムシ、うどんこ病

ハピ﹂
は︑安心な食品原料 ・ ％

カリフラワー、キャベツ、ブロッコリー

Point

99
9

2

野菜

若葉や新芽に群がる小さな緑色の
虫。春から秋にかけて出現し、群
がって樹液を吸うことでバラを弱
らせます。ウイルス病を媒介する
など二次被害をもたらすことも。

アブラムシ類、コナジラミ類、
ハダニ類、うどんこ病

大きな悩みの一つが害虫ではない

アブラムシ

適用病害虫名

野菜類
（カリフラワー、キャベツ、ブロッコリーを除く）

ながら︑状況によっては化学薬品

作物名

99.9％
料で
食品原 る
できてい

でしょうか︒害虫が出ると︑〝植物

いが込められています。

ロハピの適用病害虫

P

と同等の効果が得られると︑今大

幸せになってもらいたいという願

1

きな話題になっています︒

地球にやさしいライフスタイルで

nt
oi

が 大 き く な ら な い〟〝 花 が 咲 か な

てもらいたいという思いと、人と

い〟など︑さまざまな問題が発生

合わせた造語。親しみやすく覚え

これまでの経験からにわかには

名前は、
「ロハス」
と
「ハッピー」
を

信じられない人も︑一度使用すれ

対策のスプレー。
「ロハピ」という

します︒そんな困った害虫対策と

食品原料99.9％でできた虫と病気

して︑殺虫剤などの薬剤を使うこ

ロハピ
（1，
000㎖入）

ば︑その効果の高さを実感できる

葉っぱの表面に白いカビが生えてし
まう病気。5 〜 6月などの乾燥した
時期に発生しやすく、放っておくと
葉っぱが枯れ、繁殖した菌が周囲の
植物へうつることもあります。

はずです︒

ミニバラなどの葉っぱの裏にと
りつき、一般的な農薬が効きに
くい厄介な害虫。発生すると短
期間で広がり、葉っぱの表面に
は白っぽい無数の斑点が現れる。

とになりますが︑安心なものを使

うどんこ病

用したいものです︒でも
﹁安心な

ハダニ

食品原料で作られた殺虫剤って︑

ココナッツオイルなどから作られる成分のカ
プリン酸グリセリル。抗菌性があり、日持ち
をよくする成分として、総菜やケーキ、パン
などの食品にも使用されています。安心な成
分ながら、虫に吹きかけると体にある気門を
塞ぎ、窒息死させることができるほか、病原
菌には吸着して殺菌する効果も。

肝心の殺虫効果は低いんでし

有効成分は安心な
食品原料の
カ プ リン 酸 グリ セ リ ル

ょ？﹂と思っている多くの人へ︑

おすすめの商品が登場しました︒

葉っぱの表面に黒褐色の斑点が
できる、バラに多く見られる病
気。そのままにすると、斑点が
どんどん広がっていき、やがて
黄色く変色し落葉してしまう。

バラの葉っぱをあっという間に食
べ尽くしてしまう食いしん坊の害
虫。対処が遅れると、太い葉脈以
外は完全になくなってしまうので、
早期の発見を心がけましょう。

安心な食品原料なのに
虫や病気に
効 果 が 高 いスプレーが 登 場 !

※2011年 茨城大学農学部 試験

収穫す
前日まで る
使える
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U S B 水 中 フ ィ ル タ ー を 活 用！

イン テ リ ア 感 覚 で 楽 し め る〝 緑 と お 魚 〝

観葉植物と金魚やメダカの飼育を楽しむコツを
水の生き物飼育のエキスパート・島藤和之さんに教えていただきました。

スタイリッシュな最新グッズを使って、アクアリウムを楽しんでみましょう！

緑 と 楽 し む 金 魚 & メダ カ

水槽で自然を再現
生活に潤いを演出

インテリア感覚で楽しめるアク

アリウムが最近︑人気を集めてい

ます︒水槽の中で水草やメダカな

さんそを出す石
バクテリア入り
水中に入れるだけで約
1か月酸素供給が可能。
小型水槽や金魚鉢、ボ
トルアクアリウムにお
すすめ。水をきれいに
するバクテリア入り

アクアリウムでは時間と共にガラス面に必ずコケ
（藻類）
や汚れが付着します。新発売の
「マグフィット フロート」
を使って、ガラス面を手軽にお掃除しましょう。
マグフィット
フロートFLAT

グラスアクアリウム
シリンダー
島藤和之さん
株式会社ニチド
ウ勤務。緑と魚
を楽しめるレイ
アウトを提唱

メダカ用の水槽サイズは幅10
×奥行6.5×高さ14.4cm。酸
欠にならないよう
「さんそを
出す石」
を1個入れています

●水槽幅20cm以下
用／フレームレス水
槽
（ガラス厚2-6mm
以下）
、枠付水槽
（枠
幅17mm以下）
●明るさ／ 130lm

メンテナンスに大活躍! 新しいコケ取りグッズ

ノンノイズＵＳＢ

手を水中に入れ
ずにガラス面の
掃除ができるマ
グネットの平面
適合タイプのク
リーナー

●水槽サイズ／約幅18
×奥行18×高さ20cm
●水容量／約4ℓ

●本体サイズ／幅
3.5× 奥 行3.5× 高
さ1.8cm
●適合水槽／ガラ
スの厚み6㎜まで
の小型水槽

マグフィット
フロートROUND

エサで魚の健康維持

金魚やメダカの飼育を長く楽しむには、
魚を健
康に育てることが何よりも大切。
そこで毎日与
えるエサで健康を維持しましょう。
金魚やメダ
カ専用の機能的なエサがおすすめです。

円筒形のおしゃれなグ
ラスで緑のレイアウト
を楽しんでみよう

金魚専用エサ
金魚膳

メダカ専用エサ めだか膳
高タンパク質、高脂肪でメダカの成長に必要な
栄養素を配合した専用エサです。粘膜増強用や
稚魚用、繁殖用のほか、光メダカ用や極色揚げ
用など品種に適したエサもラインアップ。

LEDライトで植物の成長に欠かせない光を照射しましょう。新
発売の
「クリアLED ピテラ」
は小型水槽を十分な明るさで照らし、
インテリアに合わせやすいスタイリッシュなデザインが特徴です。

クリアLEDピテラ

●約幅22.5×奥行22.5
×高さ18.5cm
●水容量／約4.5ℓ

2

植物に必須の光はスマートなLEDで

スタイリッシュ
なLEDラ イ ト
「ピテラ」
を使え
ば、レイアウト
がより引き立ち
ます

グラスアクアリウム
スフィア

停電時にも
活躍!

お魚飼育の
ポイント

ガラスの中に自然を再現するには、水質の浄化や安定に役立つ
水草などの植物を健康に育てることがポイントになります。そ
こで水草に必要な底砂や、光を照射するためのLEDライトを用
意しましょう。水草が生き生きと成長すれば、魚にとっても快
適な環境となります。

「グラスアクアリウム」
シリーズには、
球形や円筒形など、新しくリリース
されたグラスがラインアップされて
います。好みやインテリアに合わせ
て選んでみましょう。

魚の飼育ではフィルターで水質を清浄に保つことと酸素
供給が重要。
メインの水槽で使用した水中フィルター
「ノ
ンノイズＵＳＢ」はモバイルバッテリーなどを電源にで
きるUSBタイプで、電源が確保できない場所での飼育
にも役立ちます。メダカの水槽には
「さんそを出す石」
を
使って手軽に酸素を供給しています。

USB接続でモバイル
バッテリーを電源にで
きる便利な水中フィル
ター。付属器具を取り
付ければ、エアーポン
プにも。横置き使用も
可能。工夫次第でさま
ざまなレイアウトに使
用できます

ガラス の 中 に自然 を
再 現 す る ポ イント

Dレイアウトや商品の
情報はこちらから

好みで選べる
おしゃれな水槽

フィル タ ーと 酸 素 供 給

どの魚を育てるという
〝自然を再

現する醍醐味〟
を体感できるだけ

でなく︑おしゃれな飼育グッズを

チョイスすることで︑インテリア

効果もアップ︒

様々な形状の水槽から好みのも

のを選んだら︑スタイリッシュな

LEDライトや専用台を使ってみ

るのもおすすめです︒また︑ガラ

ス面に発生したコケ
︵藻類︶
を除去

するクリーナーを使えば︑メンテ

ナンスも万全︒最新のグッズを上

手に取り入れて︑ガラスの中の大

自然を楽しんでみましょう︒

便利なグッズを利用して
水槽レイアウトを楽しもう

ここで紹介する水槽レイアウト

は︑陸地部分では観葉植物︑水中

では金魚が泳ぐ様子が楽しめるア

クアテラリウム︒おもしろいのは

USB電源で作動する小型の水中

フィルターを使用して陸地部分に

水をリフトアップすることで︑水

の滴る様子を演出しているところ︒

モバイルバッテリーを電源にでき

るので︑工夫次第でさまざまなシ

1

ーンに使用できます︒

さらに小型の水槽を水中にセッ

トして︑メダカも飼育する欲張り

な水槽にしてみました︒飼育のポ

イントを押さえて︑緑とお魚を楽

しんでみましょう︒

お魚飼育の
ポイント

お 部 屋 で 作るガ ラス の 中 の 大 自 然

粘膜増強用

金魚の免疫維持に着目し、
生きている善玉菌を配合
した金魚のための専用エ
サです。金魚の健康をサ
ポートする粘膜増強や育
成、色揚、増体・色揚な
どをラインアップ。

水草で美しくレイアウトされた球形水槽でメダ
カを飼育。専用の台にのせれば、インテリアに
もマッチ。お部屋がいっそう華やかになります

こちらはガラス
鉢や丸い水槽の
ガラス面の汚れ
を落とすのに役
立つ曲面適合タ
イプ

●本体サイズ／幅
3.5× 奥 行3.5× 高
さ1.6cm●適合水
槽／ガラスの厚み
6㎜までの小型水
槽、ガラス鉢

小型水槽とLEDライトをコーディネート
小型水槽とLEDライトをセットできる専用台を使
ってみましょう。木の質感が生かされ、ちょっとし
た空間をおしゃれに演出することができます。
粘膜増強 沈下性

粘膜増強 浮上性

い ろ い ろ な 水 槽 を 使 っ て 自 由 に レ イ ア ウト！
人気の小型水槽「グラステリア フィッ
ト」
シリーズに、新たに3タイプの水槽が
ラインアップ。フラットタイプやハイタ
イプ、キューブタイプなどを使って、思
い思いにレイアウトしてみましょう。

「グラステリア フィッ
ト 200LOW」を使って
レイアウト。水草
（ヘ
アーグラス）の草原を
泳ぐ熱帯魚
（ベタ）
が気
持ちよさそう

グラステリア
フィット 100

グラスベース メープル200
光メダカ用
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稚魚用

極色揚げ用

繁殖メダカ用

増体・色揚
沈下性

増体・色揚
浮上性

育成
浮上性

お問い合わせ／日本動物薬品株式会社 3www.jpd-nd.com/n_jpd 撮影協力／金魚の吉田 3kingyo-yoshida.com 取材・文・撮影＝大美賀隆

色揚
浮上性

●組立時サイズ／約幅21×奥行23.5×高
さ17cm
（ライトスタンド含む）●適合水
槽／ 20×20㎝
（水槽底面のサイズ）

アクアリウムだけで
なく、陸上植物を楽
しむパルダリウムな
どにもおすすめ

●水槽サイズ／
約幅10×奥行10×
高さ20cm
●水容量／約1.6ℓ

グラステリア フィット 200LOW

グラステリアフィット 100CUBE

●水槽サイズ／約幅20×奥行10
×高さ10cm●水容量／約1.6ℓ

●水槽サイズ／約幅10×奥行10×高さ10cm
●水容量／約0.8ℓ

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 3www.gex-fp.co.jp 取材・文＝大美賀隆
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水 槽 で 水 草 を 楽 し もう

種 か ら 育 て て 作 る 水 草 の 草 原！
植えるのではなく
〝蒔く〝! 今流行りの水草育成スタイルで、
水草レイアウトに挑戦してみましょう。

蒔いて育てて癒される
新しい水草レイアウト

見ているだけで癒される水草レ

●容量／ 1g×3袋
●目安／ 1袋で30㎝水槽一面をおおう
成長すると細い葉を展開し、環境によ
り葉には模様が入ります

イアウト水槽︒作ってみたいけど

難しいと感じている人も多いでし

ょう︒そんな人におすすめしたい

のが︑種から育てる水草です︒

水草レイアウトは︑市販の水草

を植え込んで作るのが一般的でし

たが︑最近では種を蒔いて育てる

スタイルが人気を集めています︒

底砂にパラパラと種を蒔き︑環境

を整えれば︑緑鮮やかな水草の草

原を作ることも難しくありません︒

発芽からの成長過程をじっくり観

察できるのも楽しく︑園芸愛好家

にもおすすめです︒

植物育成のためのLEDライト

や水槽をそろえて︑種から育てる

水草を楽しんでみましょう！

プランツシード
ハイグロSPタイガー

ハ イグ ロ S P タイガ ー を 蒔 い て み た！
水草の草原を作るために
「ハイグロSPタイガー」
を蒔いてみました。初期は水を入れずに育成し、
草体がしっかりしてきてから水槽に水を張ることで、美しい草原を作ることができました。

播種後数日〜2週間で発芽

種 か ら 育 てる 水 草 っ て？
すでに成長した水草を育てるのではなく、文字
どおり種まきから育成までを自分で行う方法で
す。
「プランツシード」には、細い葉に模様が入
る「ハイグロSPタイガー」と、葉幅の広い「ハイ
グロSPラージ」がラインアップされ、誰にでも
簡単に水草の育成、水草の草原が楽しめます。

底砂は観賞魚用のソイルがおすすめ。
注水してソイルを湿らせたらプラン
ツシードを全体に蒔き、水槽にふた
をします。ソイルが乾かないよう1
日に1回は霧吹きなどでスプレー。
温度を20〜34℃に保てば、数日〜2
週間で双葉が発芽します。

環境を維持し成長を促す

約1か月で本葉がそろう

発芽後も乾燥させないことが重要で
す。定期的に霧吹きなどで水槽内に
水分を補給しましょう。温度は20〜
34℃を保ち、環境を維持しながら成
長を促します。

順調に成長し約1か月が経過するころ
には本葉を複数展開して、草体がし
っかりします。水草として育てるな
ら、このころに水を張りましょう。
水を張らずに湿った環境を維持する
パルダリウムでも楽しむことができ
ます。

水を張って魚と一緒に観賞
水槽に水を張れば、水中で葉を展
開して美しい姿を見せてくれます。
密生した様子はまさに水草の草原。
熱帯魚
（写真はネオンテトラ）
を入
れれば、すぐに水景が楽しめます。
ちなみに熱帯魚を飼育するには水
を浄化するフィルターや保温器具
を使用しましょう。水槽／ダック
スC60
（幅61×奥行20×高さ23㎝）

プランツシード
ハイグロSPラージ
●容量／ 1g×3袋
●目安／ 1袋で30㎝水槽一面をおおう
成長すると、やや幅広の鮮やかなグリ
ーンの葉を展開します

光 合 成 を 促して 水 草 を
美 しく育 て 、鮮 や か に 見 せ る
アクアリウムではLEDライトを設置することで、さま
ざまな植物の育成が可能になります。薄くシンプルな
デザインの「フラット LED HL」シリーズは、水草に
必要な光を照射して成長を促し、6種類の光のパター
ンでレイアウトを美しく演出します。
極限まで薄くした
シンプルなデザイ
ンは、どんな水槽
にもマッチ。タッ
チセンサー式の電
源で光のパターン
を変更できます

光のパターンは
6種類から選択
できるので、レ
イアウトに合っ
た光をセレクト
可能！

フラット LED HL 600
いろいろなアクアリウムシーンに合わせて使え
る、6種類の光のパターンを用意。また、可変
式リフトアップパーツにより、レイアウトに合
わせて高さを2段階に設定可能です。枠付き水
槽、フレームレス水槽のどちらにも対応。水槽
サイズに合わせて5タイプをラインアップ

お問い合わせ／コトブキ工芸株式会社 お客様相談窓口 10743・66・2777 受付時間／㊏㊐㊗を除く㊊〜㊎
（AM9：00〜12：00 PM1：00〜4：00） 3www.kotobuki-kogei.co.jp/ 取材・文＝大美賀隆
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反 撃されない

近 づ か な くて O K

安 心 な ス ズメバ チ の 巣 対 策
専門業者に頼むと費用がかかるスズメバチの巣の駆除。
でも自分でやるのは怖いという人におすすめの安心な新商品が出ました！

※2

スズメバチの巣撃滅
駆除エサタイプ 4個入り

スズメバチの巣撃滅
550㎖

スズメバチの巣から10m程度離
れた場所に設置するだけで、巣
を退治できる日本で唯一※2の駆
除エサタイプ。近くのスズメバ
チは反応するのに、ミツバチへ
は影響がないのもポイントです。

日本で唯一※1、反撃されない成分
を配合しているので、巣の退治が
安全にできるスズメバチの巣の駆
（ハチの
除剤。速攻成分を4倍配合
巣撃滅比）
しているので、即座に
ハチが駆除できるのも特徴です。

※2 自社調査（スズメバチ駆除エサ剤商品とし
て。19年6月現在）

※1 自社調査（ハチ用駆除エアゾールにおいて。
19年6月現在）

コ コ が す ご い

コ コ が す ご い

!

1 伝播効果で巣を撃滅!

1 反撃されない成分配合

スズメバチがエサを発見すると、
働きバチの仲間が集まり、巣に
いるハチたちにエサを運ぶ。エ
サの毒が回って働きバチや巣に
いるハチが死ぬと、ふ化した幼
虫もエサがもらえず死に、巣が
壊滅するという仕組み。
※イラストはイメージです

植物由来の反撃されない
成分を配合。ハチが攻撃
性を失うため、安心して
スズメバチの巣を駆除す
ることができます。

活動数
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（18年 自社試験）

（頭）ハチの巣駆除試験データ

25
20
15
10
5
0
-10

活動数が
低下!

駆除エサ
設置開始

-5

0

攻撃抑制効果試験データ（19年 自社試験）

攻撃回数

無処理

処理

攻撃阻止率

12

0

100%

＜試験方法＞黒色のボトルをキイロスズメバチの巣の目の前で振りかざし、キイロスズメバチがボト
ルに1秒以上定着したのべ頭数をカウント。処理時のカウントはスズメバチの巣撃滅を黒色ボトルに
適量処理し、同様の確認を行った

2 ハチを刺激せず巣を駆除できる
甘い香りでスズメバチを誘
って、駆除エサを自ら食べ
させるメカニズムなので、
スズメバチを刺激すること
がありません。設置開始か
ら1週間以内で活動数がゼ
ロ
（自社試験）
に！

!

5

10 （日）

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.jp

2 切替トリガーを採用
状況によって切り替えら
れるトリガー付き。スズ
メバチの巣の退治や飛ん
でいるハチの駆除にはジ
ェット噴射、巣の予防に
は広範囲に届くワイド噴
射が使いやすく効果的。

予防

ジェット噴射

ワイド噴射
退治

巣に近づくと激しく威嚇してく

る獰猛なスズメバチ︒危険な巣を

発見したら︑一刻も早く駆除が必

要です︒でも危険だから⁝と尻込

みする人におすすめしたい︑スズ

メバチの巣対策の新商品
﹁スズメ

※1

バチの巣撃滅﹂がお目見え︒早期

巣に近づかずに駆除エリアで巣の駆除

発見できた小さな巣をどうにかし

※スズメバチの巣の
直系は25㎝まで

巣が小さいうちに
エアゾールで速攻駆除

たい人には︑日本で唯一 ︑反撃

新女王
バチ
越冬へ

されない成分を配合したスプレー

営巣活動
最終段階

営巣活動最盛期

2

タイプ︒もし大きくなった巣を発

10月 11月

見した場合は︑巣に近づかなくて

9月

の駆除エサタイプが最適です︒

女王バチと
働きバチの
共同営巣開始

8月

も巣ごと退治できる日本で唯一

女王バチ
単独営巣

7月

日本でオンリーワンの特徴をも

6月

つ 種類の画期的な駆除剤で︑安

女王バチ
活動開始

5月

心なスズメバチの巣対策を行いま

4月

しょう︒

駆 除 の タ イ ミ ン グ（ 目 安 ）

