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ゴルフ場・芝生緑化・校庭芝生緑化・樹木・花壇苗の植栽・屋上緑化向け肥料 



ゴルフ＆スポーツターフ 肥料一覧 
グリーン用（ティー・競技場・公園・校庭緑化）グリーン用（ティー・競技場・公園・校庭緑化）グリーン用（ティー・競技場・公園・校庭緑化）グリーン用（ティー・競技場・公園・校庭緑化）    メチレン尿素を使用した芝草専用の極細粒肥料。高度な管理に適応できる品揃い。                               2017_2_6    

商品名 

欧州登録成分 
（日本登録保証値） 

商品番号 

１袋 
正味重量 

商品特性 
肥効期間 
施肥目安 

その他 成分(%) 
欧州登録保証値 

粒径 mm 

使用刈高 
(成分混合) 

窒素形態 
（％） 

施用量の目安(㎡当り) 
(施肥量による成分量) 

ＧＴグリーンズＧＴグリーンズＧＴグリーンズＧＴグリーンズ    

22222222----5555----11111111
(21-5-10) 
4015 

20kg 

●多種類の微量要素を含む総合栄養素入り肥料です。 
●芝生の成分要求に応じた 4:1:2の成分比で、年間施肥

の基本肥料としてお勧めです 
●窒素とカリは緩効性で芝生密度を高め、葉色の向上と

維持に優れます。 

６～８週間 

グリーン施肥 
10g/㎡施肥で 
3～4 週間 

MgO 2.0  S 5.7 
Cu0.02  Fe 0.50 
Mn0.10  Si 1.5  
Mo0.001 
Zn0.020 

0.7～1.4 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    
6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    

(ホモ) 

3.0 アンモニア性窒素 
7.6 尿素 
11.5 緩効性メチレン尿素 

１０～３０ｇ 
（窒素２．２～６．６g） 

ＧＴＧＴＧＴＧＴ    Ｎ・ＫＮ・ＫＮ・ＫＮ・Ｋ    

19191919----0000----11119999
(18-0-18) 
4258 

20kg 

●多種類の微量要素を含む総合栄養素入り肥料です。 

●春から夏にかけての施肥で芝生の生育を旺盛にしま

す。リン酸は含まれず芝地のリン酸集積を防ぎます。 
●窒素とカリは緩効性で芝生密度を高め、葉色の向上と

維持に優れます。 

６～８週間 

グリーン施肥 
10g/㎡施肥で 
3～4 週間 

MgO 2.0  S 6.0 
Cu0.02  Fe 0.50 
Mn0.10  Si 2.6  
Mo0.001 
Zn0.020 

0.7～1.4 

6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    
6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    
(ホモ) 

9.9 尿素 
9.1 緩効性メチレン尿素 

１０～３０ｇ 
（窒素１．９～５．７g） 

ＧＴハイＫグリーンＧＴハイＫグリーンＧＴハイＫグリーンＧＴハイＫグリーン    

15151515----0000----26262626
(14-0-25) 
4105 

20kg 

●高いカリ成分により耐暑、耐乾、耐寒、耐踏圧に対して

丈夫な芝生を作ります。特に夏前や冬前などストレス

がかかる時期の事前に使用をお勧めします。 

●窒素とカリは緩効性で芝生密度を高め、葉色の向上と

維持に優れます。 
●鉄を含み、葉色の向上を促します。 

６～８週間 

グリーン施肥 
10g/㎡施肥で 
3～4 週間 

S 8.6 
Fe 1.0 
Si 4.0 

0.7～1.4 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    

6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上 
(ホモ) 

7.2 尿素 

7.8 緩効性メチレン尿素 
１０～３０ｇ 

（窒素１．５～４．５g） 

ＧＴスーパーグリーンＧＴスーパーグリーンＧＴスーパーグリーンＧＴスーパーグリーン    

16161616----0000----16161616
(15-0-15) 
4014 

20kg 

●春先の施肥にお勧めします。速効性の窒素と鉄、マン

ガンの相乗効果により低温期の葉色効果を高めます。 
●カリの効果で丈夫な生育を促します。 

●窒素とカリは緩効性で芝生密度を高め、葉色の向上と

維持に優れます。 

６～８週間 

グリーン施肥 
10g/㎡施肥で 
3～4 週間 

S 14.9 
Fe 1.0 
Mn0.30 
Si 1.5 

0.7～1.4 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    
6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上 
(ホモ) 

7.9 アンモニア性窒素 
2.4 尿素 

5.7 緩効性メチレン尿素 

１０～３０ｇ 
（窒素１．６～４．８g） 

ＧＴスターターＧＴスターターＧＴスターターＧＴスターター    

18181818----22222222----5555
(18-20-5) 
4085 

20kg 

●新根が発生する春の施肥、播種時、ティーやフェアウェ

イ、競技場へのオーバーシード、張り芝時の施肥に最適

です。根量を増やし、活着を促進させます。 

●窒素とカリは緩効性で芝生密度を高め、葉色の向上と

維持に優れます。 

６～８週間 

グリーン施肥 
10g/㎡施肥で 
3～4 週間 

S 3.1 
Si 0.9 

0.7～1.4 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    

6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    
(ホモ) 

6.4 アンモニア性窒素 
2.7 尿素 
8.9 緩効性メチレン尿素 

１０～３０ｇ 
（窒素１．８～５．４g） 

ＧＴＧＴＧＴＧＴ    ＫステップＫステップＫステップＫステップ    

6666----0000----27272727
(6-0-26) 

4102 

20kg 

●高いカリ成分により耐暑、耐乾、耐寒、耐踏圧に対して

丈夫な芝生をつくります。芝生が生育している期間中い

つでも使用できますが、特に夏前や冬前などストレスが

かかる時期の事前の使用をお勧めします。 
●窒素とカリは緩効性で、各種微量要素入りです。低い

窒素成分と高いカリ成分により生育はコンパクトで硬い

葉をつくります。 

６～８週間 

グリーン施肥 
20g/㎡施肥で 
2～3 週間 

MgO 2.0 S 9.4 
Cu0.025 Si 3.9 
Fe 0.70 
Mn0.15 
Mo0.001 
Zn0.025 

0.7～1.4 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    
6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    

(ホモ) 

0.7 アンモニア性窒素 
2.5 尿素 
2.8 緩効性メチレン尿素 

1０～３０ｇ 
（窒素０．６～１．８g） 

ステステステステップップップップ    ハイマグハイマグハイマグハイマグ    
総合微量要素剤 

4486 

20kg 

●微量要素の不足、欠乏を解消し、特に新地の芝生造

成時の微量要素補給に便利です。 
●マグネシウム、イオウ、銅、鉄、マンガン、亜鉛を含み

ます。特にマグネシウムを多く含み、葉緑向上と芝生を

健全にする効果があります。 

６週間 

MgO 19.9 S 7.9 
Cu0.5 Fe 8.0 
Mn1.2 
Zn1.0 

0.7～2.0 
6mm6mm6mm6mm までまでまでまで    

6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上 
(バルク) 

－ 
７～１１ｇ 
（窒素０ｇ） 



★ 2017 年春、新発売 

液肥・鉄剤液肥・鉄剤液肥・鉄剤液肥・鉄剤・・・・海藻エキス・海藻エキス・海藻エキス・海藻エキス・カルシウム入り液肥カルシウム入り液肥カルシウム入り液肥カルシウム入り液肥（芝生用）（芝生用）（芝生用）（芝生用） 
エバリス社の芝生用液肥は浸透剤やｷレート剤などが含まれる「Ｔ「Ｔ「Ｔ「Ｔ    ＭＡＸ技術」ＭＡＸ技術」ＭＡＸ技術」ＭＡＸ技術」を配合する事で従来の液肥より、芝生の葉面と根からの養分吸収効率を高めたプレミアム肥料です。 
溶解性が高く沈殿しにくいので散水ノズルの目詰まりも少なく、低水量散布(希釈液 60cc/㎡)にも適します。 

商品名 
欧州登録成分 

（日本登録保証値） 

商品 
形態 

１袋(ボトル) 
正味重量 

商品特性 
その他 成分(%) 

欧州登録保証値 

窒素形態 
（％） 

施肥量の目安(㎡当り) 
(施肥量による成分量) 

スポーツマスタースポーツマスタースポーツマスタースポーツマスター    
スプリング＆サマースプリング＆サマースプリング＆サマースプリング＆サマー    
28282828----5555----19191919
(27-5-18) 

粉末 
液肥 

15kg 

●窒素、リン酸、カリをはじめ各種微量要素（鉄、ホウ素、銅、マンガン、モリ

ブデン、亜鉛）が芝生の生育に適するようバランス良く配合されており、芝

生の生育期間中であれば、様々な状況下で安定した芝生生育が可能です 

●尿素の配合割合が高いため葉面散布に優れます。 

Mn0.06  B 0.02 
Mo0.01 
Zn0.016 Cu0.016 
Fe 0.13 

5.6 硝酸性窒素 
1.0 アンモニア性窒素 
21.4 尿素性窒素 

１～５ｇ 
（窒素 0.28～1.40g） 

スポーツマスタースポーツマスタースポーツマスタースポーツマスター    
ハイハイハイハイＮＮＮＮ    
35353535----0000----11114444
(35-0-14 ) 

粉末 
液肥 

15kg 

●葉面からの吸収に優れる尿素と根かの吸収効率が良い硝酸性窒素の両

方を含んでいるため、葉面及び根からの両面から窒素成分が素早く供給さ

れます。 
●ｷレート鉄を含むため、窒素との相乗効果で、芝生の緑色が鮮やかに仕上

がります。 

Fe 0.50 
4.3 硝酸性窒素 
30.7 尿素性窒素 

１～４ｇ 
（窒素 0.34～1.40g） 

スポーツマスタースポーツマスタースポーツマスタースポーツマスター    
ハイＫハイＫハイＫハイＫ    
11115555----0000----43434343
(14.5-0-42 )

粉末 
液肥 

15kg 

●葉面からの吸収に優れる尿素と根かの吸収効率が良い硝酸性窒素の両

方を含んでいるため、葉面及び根からの両面から窒素成分が素早く供給さ

れます。特に硝酸性窒素の配合割合が高いため根からの吸収に優れます 
●窒素の約３倍高いカリ成分の働きにより、生長はコンパクトになり、丈夫で

頑強な芝生に育ちます。 

Fe 0.13 
12.7 硝酸性窒素 

2.3 尿素性窒素 
２～５ｇ 

（窒素 0.30～0.75g） 

スポーツマスタースポーツマスタースポーツマスタースポーツマスター    
シーマックスシーマックスシーマックスシーマックス    
4444----0000----15151515

粉末 
液肥 

1.0kg 
or 

(1kg×8袋) 
ケース 

●海藻由来の原料海藻由来の原料海藻由来の原料海藻由来の原料を 75%含み、各種アミノ酸、アルギン酸、糖類、ビタミン、

微量要素、植物ホルモンなどを豊富に含んでいます。 
●各成分が損なわれないよう特殊な抽出をしています。 
●根の伸長促進、高温時などのストレス抵抗性を高める効果があります。 

Mn0.06  B 0.02 
Mo0.01 
Zn0.016 Cu0.016 
Fe 0.13 

4.0 アンモニア性窒素 
０.１～０.２ｇ 

（窒素 0.004～0.008g）

グリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターリキッドリキッドリキッドリキッド    

リキッドリキッドリキッドリキッドハイＮハイＮハイＮハイＮ    
25252525----0000----0000

原液 
液肥 

13.5kg 
(10.0 ㍑) 

●リキッド（原液）タイプなので水に容易に希釈できます。 
●窒素とマグネシウムを多く含むため、素早く葉色効果を高めます。 
●全ての微量要素（鉄・カルシウムを除く）を含む為、芝生のストレスからの

回復を助け健全な生育を促します。 

MgO2.0 Mn0.01 
B 0.01  Mo0.001 
Zn0.004 Cu0.004 

7.3 硝酸性窒素 

5.9 アンモニア性窒素 
11.8 尿素性窒素 

１～１０ｃｃ 
（窒素 0.3～3.2g）

★★★★グリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターリキッドリキッドリキッドリキッド    

リキッドリキッドリキッドリキッド    スプリング＆サマースプリング＆サマースプリング＆サマースプリング＆サマー    

12121212----4444----6666
( ) 

原液 
液肥 

11.8kg 
(10.0 ㍑) 

●リキッド（原液）タイプなので水に容易に希釈できます。 

●芝生にバランスの良い NPK 比で、芝生の生育期間中、標準肥料として使

用できます。 
●微量要素（マグネシウム・鉄・カルシウムを除く）を含む為、芝生のストレス

からの回復を助け健全な生育を促します。 

Mn0.01  B 0.01 
Mo0.001 
Zn0.004 Cu0.004 

11.2 尿素性窒素 
２～１０ｃｃ 

（窒素 0.28～1.41g）

グリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターリキッドリキッドリキッドリキッド    

ＦｅＦｅＦｅＦｅ    ６．３６．３６．３６．３    原液 
鉄剤 

12.5kg 
(10.0 ㍑) 

●リキッド（原液）タイプなので水に容易に希釈できます。 
●施用後、３時間以内で葉色効果が表れ、２～６週間持続させます。 

●無駄な生育をさせずに葉緑効果と健全な芝生を促します。 
●エバリスのグリーン用肥料やＨ２プロ土壌浸透剤との併用で病気に対して

丈夫な芝生を育てます。 

Fe 6.3 － 
１～３ｃｃ 

（Fe 0.078～0.236g）

グリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターグリーンマスターリキッドリキッドリキッドリキッド    

カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム    ブースターブースターブースターブースター    

8888----0000----0000

原液 
Ca 

液肥 

13.2kg 
(10.0 ㍑) 

●リキッド（原液）タイプなので水に容易に希釈できます。 
●カルシウムの補給によって細胞壁が強化され、根の伸長を助けます。 
●硝酸性とアンモニア性の窒素によって素早く葉色効果を高めます。 

●配合されている微量要素の働きにより、芝生が受けている外的ストレスか

らの回復を助け、健全な生育を促します。 

CaO 9.0 
Mo0.001 
Zn0.004 Cu0.004 

7.0 硝酸性窒素 
1.0 アンモニア性窒素 

２～６ｃｃ 
（窒素 0.21～0.63g） 
（CaO 0.23～0.71g） 



フェアウェイ用（競技場、公園、校庭緑化）フェアウェイ用（競技場、公園、校庭緑化）フェアウェイ用（競技場、公園、校庭緑化）フェアウェイ用（競技場、公園、校庭緑化）    
コーティング緩効性肥料 ポリＳコーティング入り。肥効が２～３ヶ月で芝生の余分な生育をさせず健全な生育を促します。施肥量が少なく施肥労力が軽減されます。 

 

界面活性剤界面活性剤界面活性剤界面活性剤    
新しいタイプの土壌浸透剤です。過去の土壌浸透剤は主に地表近くの効果だったのに対し、Ｈ２プロは施用した水を効果的に深く浸透させます。 

Ｈ２Ｈ２Ｈ２Ｈ２プロプロプロプロ    リキッドリキッドリキッドリキッド 
５ℓ×４゜

入 

(ケース) 

●土壌水分の保湿と共に浸透を良くし、芝生の水分ストレスを軽減します。 
●ドライスポットの予防と改善に効果があります。 
●定期的な施用で潅水量の軽減につながります。 
●スポーツマスター液肥、ピータース液肥、グリーンマスター液肥、グリーンマスターＦｅ

など、エバリスの液肥、鉄剤と混合可能です。 

                 施用量(原液)  水に希釈して使用します 

毎月施用 隔月施用 年施用(施用前後に散水) 

2.5ｍｌ（年の初回）～1.0ml／㎡ 2.5ｍｌ／㎡ 5.0ｍｌ／㎡ 

商品名 
欧州登録成分 

（日本登録保証値） 
商品番号 

１袋 

正味重量 
商品特性 肥効期間 

その他 成分(%) 
欧州登録保証値 

粒径 mm 

使用刈高 
(成分混合) 

窒素形態 
（％） 

施用量の目安(㎡当り) 

(施肥量による成分量) 

ＳＢポリＳウレアＳＢポリＳウレアＳＢポリＳウレアＳＢポリＳウレア    
31313131----5555----7777
(29-5-5.5) 
4270 

25kg 
●施肥量が少なくて済み施肥労力の軽減が可能です。 

●芝生が動き出す春先から使用できます。 
●施肥直後の葉色向上と生育促進に効果があります。 

２～３ヶ月 S 8.8 
1.8～4.0 

12mm12mm12mm12mm 以上以上以上以上    
(バルク) 

1.7 アンモニア性窒素 

29.3 尿素 
(60%(60%(60%(60%コーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮ))))    

１５～４０ｇ 
（窒素４．６～１２．４g） 

ＳＢポリＳ細粒ＳＢポリＳ細粒ＳＢポリＳ細粒ＳＢポリＳ細粒    
24242424----5555----13131313
(21-5-13 ) 
4191 

25kg 

●2 種類のコーティングにより、窒素、リン酸、カリ共に緩

効性成分を含みます。 
●芝生が動き出す春先から使用でき、低温時の葉色効

果に優れます。 
●全カリ成分の２７％がコーティングされた緩効性カリの

為、 健全でバランスの良い生育を促します。 

３ヶ月 S 6.7 
0.85～2.0 
6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    

(バルク) 

2.0 硝酸性窒素 
3.0 アンモニア性窒素 
19.0 尿素 
(79%(79%(79%(79%コーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮ))))    

１５～３５ｇ 
（窒素３．６～８．４g） 

ポリＳプロターフポリＳプロターフポリＳプロターフポリＳプロターフ    
21212121----5555----6666
(21-5-6 )
4135 

25kg 

●肥料価格が安い、低コスト肥料です。 

●芝生が動き出す春先から使用でき、低温時の葉色効 
果に優れます。細粒でティーにも施肥できます。 

●施肥直後の葉色向上と生育促進に効果があります。 
●カルシウムを含み、丈夫で硬い芝生を作ります。 

●マグネシウムを含み、葉色向上に効果があります。 

２～３ヶ月 
S 10.0 
CaO 2.5 
MgO 2.5 

1.3～2.5 

6mm6mm6mm6mm 以上以上以上以上    
(バルク) 

2.0 アンモニア性窒素 

16.0 尿素 
(25%(25%(25%(25%コーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮコーティングされたＮ))))    

１５～３５ｇ 
（窒素２．７～６．３g） 

ＳＢＳＢＳＢＳＢポリポリポリポリ SSSS ウレアウレアウレアウレア    

31313131----5555----7777
ポリポリポリポリ SSSS プロターフプロターフプロターフプロターフ    

22221111----5555----6666
ＳＢＳＢＳＢＳＢポリポリポリポリ SSSS 細粒細粒細粒細粒    

24242424----5555----13131313



注意！注意！注意！注意！：施肥量は目安ですので必ず事前にお試しの上ご使用ください。 

肥料成分の記載は欧州登録値を基準としていますが分析方法の違いな

どで日本登録保証値と異なる場合があります。 

商品の仕様などを予告なく変更する場合があります。 

詳しい資料、使用方法に関しては下記へお問合せください。 

 

散布散布散布散布機（肥料・芝種子・目砂用）機（肥料・芝種子・目砂用）機（肥料・芝種子・目砂用）機（肥料・芝種子・目砂用） 

ＩＣＬＩＣＬＩＣＬＩＣＬテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー        ＩＣＬＩＣＬＩＣＬＩＣＬの技術で皆様へ利益を！の技術で皆様へ利益を！の技術で皆様へ利益を！の技術で皆様へ利益を！    
芝生が必要としている成分にあわせて効率的で安全で一貫した肥料溶出を目指しています。無駄な刈りカスを少なくし、より良い芝生の品質アップに。環境にやさしい技術です。 

メチレン尿素技術メチレン尿素技術メチレン尿素技術メチレン尿素技術    

緩効性のメチレン尿素を含み、施肥後の芝生の葉やけが起こりにくく芝の

波打つような生育をさせません。 
極微細粒で一粒毎に NPK と微量要素成分が均一に含まれます。 

シルク技シルク技シルク技シルク技術術術術    

カリとケイ酸が約８週以上ゆっくり効き続けます。 

窒素と共にカリが効き続けることによってバランスの良い肥効が続きます。 
ケイ酸によって細胞を強くし耐病性を強化します。 

ポリＳ技術ポリＳ技術ポリＳ技術ポリＳ技術    
尿素を特殊ポリマーとイオウの２重コーティングしたエバリスの特許技術。 
施肥直後の過剰な生育が無くマット化を防ぎ、長期間（2～3 ヶ月）効き続

けます。土壌水分、ｐＨの影響を受けません。 

ペイス技術ペイス技術ペイス技術ペイス技術    

NPK を樹脂コーティングし、N と共に PK も緩効性で長期間効き続けます 
土壌水分、ｐＨの影響を受けません。 
シーズンを通し、芝生を密にし、健全な生育を促します。 

ＴＴＴＴ    ＭＡＸ技術ＭＡＸ技術ＭＡＸ技術ＭＡＸ技術    

液肥、鉄剤に。 

浸透剤やｷレート剤等が含まれる為、葉面からの養分浸透力を高めて葉

面吸収効率が上がります。 
土中では栄養分の有効性を高め、根から養分を効率良く吸収できます。 

アキュプロアキュプロアキュプロアキュプロ２０００２０００２０００２０００    ロータリースプレッダーロータリースプレッダーロータリースプレッダーロータリースプレッダー

●グリーン用の細粒肥料やＦＷＹ用の粒剤肥料、芝種子などを正確に散布する事が●グリーン用の細粒肥料やＦＷＹ用の粒剤肥料、芝種子などを正確に散布する事が●グリーン用の細粒肥料やＦＷＹ用の粒剤肥料、芝種子などを正確に散布する事が●グリーン用の細粒肥料やＦＷＹ用の粒剤肥料、芝種子などを正確に散布する事が

できるロータリー型です。できるロータリー型です。できるロータリー型です。できるロータリー型です。    
●ヘリカルコーンの調整により、左右ほぼ均一に散布できます。●ヘリカルコーンの調整により、左右ほぼ均一に散布できます。●ヘリカルコーンの調整により、左右ほぼ均一に散布できます。●ヘリカルコーンの調整により、左右ほぼ均一に散布できます。    
●散布幅は約●散布幅は約●散布幅は約●散布幅は約 3.73.73.73.7ｍでｍでｍでｍで広く散布効率が高まります広く散布効率が高まります広く散布効率が高まります広く散布効率が高まります((((エバリスのグリーン用肥料エバリスのグリーン用肥料エバリスのグリーン用肥料エバリスのグリーン用肥料))))    
●エバリス芝生用肥料の施肥量によって施肥目盛が定められているので施肥目盛の●エバリス芝生用肥料の施肥量によって施肥目盛が定められているので施肥目盛の●エバリス芝生用肥料の施肥量によって施肥目盛が定められているので施肥目盛の●エバリス芝生用肥料の施肥量によって施肥目盛が定められているので施肥目盛の

設定・調整が簡単です。設定・調整が簡単です。設定・調整が簡単です。設定・調整が簡単です。    
●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。    
●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます    

ヘリカルコーンヘリカルコーンヘリカルコーンヘリカルコーン 

ＳＳ－ＳＳ－ＳＳ－ＳＳ－２２２２        ドロップスプレッダードロップスプレッダードロップスプレッダードロップスプレッダー    

●肥料と種子・目砂の散布に適しています。●肥料と種子・目砂の散布に適しています。●肥料と種子・目砂の散布に適しています。●肥料と種子・目砂の散布に適しています。特に微細なベントグラス種子の播種に特に微細なベントグラス種子の播種に特に微細なベントグラス種子の播種に特に微細なベントグラス種子の播種に

最適です。最適です。最適です。最適です。    
●車輪に同調したアジテーターの回転により２●車輪に同調したアジテーターの回転により２●車輪に同調したアジテーターの回転により２●車輪に同調したアジテーターの回転により２mmmmmmmm 以下の肥料を容易にかつ正確以下の肥料を容易にかつ正確以下の肥料を容易にかつ正確以下の肥料を容易にかつ正確

に散布できますに散布できますに散布できますに散布できます((((粉状は散布出来ません粉状は散布出来ません粉状は散布出来ません粉状は散布出来ません))))    
●ホッパーは、錆びないステンレス製で、耐久性に優れています。●ホッパーは、錆びないステンレス製で、耐久性に優れています。●ホッパーは、錆びないステンレス製で、耐久性に優れています。●ホッパーは、錆びないステンレス製で、耐久性に優れています。    

散布幅は約９０散布幅は約９０散布幅は約９０散布幅は約９０cmcmcmcm です。です。です。です。    
●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。●幅広い空気タイヤで芝生を傷めません。    
●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます●錆びる部分が殆ど無く、耐久性に優れます    

電話：0123-72-1010　FAX：0123-72-4145
夕張郡栗山町朝日3丁目97番地
http://www.uesaka1010.jp/



    

ＩＣＬ 芝生専用肥料の使用例 

ＧＴスターター１８－２２－５ 極細粒肥料 

• 更新作業時、芝の播種時、オーバーシード時、張り芝時の施肥に最適。 

• 低温でも効き易い窒素 

• リン酸を多く含む為、根量を増やし、活着を促進。 

①ゴルフ場グリーン更新作業時
  グリーンのコアリング更新作業時にお勧めです。アンモニア態窒素が含まれ低温時でも肥効がシャープで素早くターフを形成させます。

リン酸が多く含まれているので、根量を増やし、生育を旺盛にします。 
＊使用方法 10g～20g/㎡を均一に散布します。施肥タイミングはコアリングの前後どちらでも使用できますが、ターフが傷んでいるときはコアリング

前の施肥が効果的です。 

②競技場 緑化用芝地 春の芝生の立上げ時
  洋芝、日本芝で冬越しの痛んだターフを早く回復させます。リン酸が多く含まれているので、根量を増やして芝のベースを早く形成させます。

＊使用方法 20g～30g/㎡を均一に散布します。施肥タイミングは洋芝、日本芝共に芝が動き出してから。 

③ゴルフ場、競技場、緑化用芝地 張り芝時
  生育温度時の洋芝、日本芝の張り芝時の施肥で、リン酸が多く含まれているので、根量を増やして活着を促進させます。

＊使用方法 10g～20g/㎡を均一に散布します。張り芝前、又は張り芝直後に施肥します。 

④競技場、ゴルフ場など芝種子の播種時
  ペレニアルライグラスなどをオーバーシードする場合など、播種時の施肥によって発芽後の生育を旺盛にし、ターフ形成を早める事ができます。

＊使用方法 20g/㎡を均一に散布します。播種直前・直後どちらでも施肥できます。ＧＴスターターの施肥後、ＧＴグリーン、GT スーパー、 
ＧＴハイＫグリーンとの組合わせで、２週に一度の施肥（N3g/㎡目安）でターフ形成を早める事もできます。 



    

    

ハイポネックスハイポネックスハイポネックスハイポネックス業務用業務用業務用業務用    公園公園公園公園・・・・緑化緑化緑化緑化のののの施用法施用法施用法施用法（（（（目安目安目安目安））））                          2016 年 12 月 26 日    

用用用用    途途途途    使用肥料使用肥料使用肥料使用肥料    施用方法施用方法施用方法施用方法    施用量施用量施用量施用量    

公園緑化・屋上緑化公園緑化・屋上緑化公園緑化・屋上緑化公園緑化・屋上緑化    
（花壇）（花壇）（花壇）（花壇）    

草花、球根、宿根草草花、球根、宿根草草花、球根、宿根草草花、球根、宿根草    
ワイルドフラワーワイルドフラワーワイルドフラワーワイルドフラワー    

元肥元肥元肥元肥    
マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ((((中又は大中又は大中又は大中又は大))))    

6666----40404040----6666----Mg15Mg15Mg15Mg15
植栽時に表土１０ｃｍ前後に混合 150g～300g/㎡ 

追肥追肥追肥追肥    
オスモコートオスモコートオスモコートオスモコート 16161616----9999----12121212    

3333----4444 ヶ月タイプヶ月タイプヶ月タイプヶ月タイプ
株間にばら撒く 50g/㎡ (オスモコート 3～4 ヶ月タイプ) 

室内緑化室内緑化室内緑化室内緑化    観葉植物、鉢花など観葉植物、鉢花など観葉植物、鉢花など観葉植物、鉢花など    元肥元肥元肥元肥    マグァマグァマグァマグァンプＫンプＫンプＫンプＫ((((中又は大中又は大中又は大中又は大))))    植栽時に用土に混合 3～5g/用土㍑ 

学校、工場緑化学校、工場緑化学校、工場緑化学校、工場緑化    
（花壇、プランターコンテナな（花壇、プランターコンテナな（花壇、プランターコンテナな（花壇、プランターコンテナな

ど）ど）ど）ど）    

草花、草花、草花、草花、    
ワイルドフラワーなどワイルドフラワーなどワイルドフラワーなどワイルドフラワーなど    

元肥元肥元肥元肥    マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ((((中又は大中又は大中又は大中又は大))))    

（花壇） 
植栽時に表土 10cm 前後に混合 

150g～300g/㎡ 

（プランター） 
植栽時に用土に混合 

3～5g/用土㍑ 
例:65cm プランター12 ㍑に 36～60g 

追肥追肥追肥追肥    
オスモコートオスモコートオスモコートオスモコート 16161616----9999----12121212    

3333----4444 ヶ月タイプヶ月タイプヶ月タイプヶ月タイプ
株間にばら撒く 

50g/㎡(オスモコート 3～4 ヶ月タイプ) 

プランターの場合 
元肥施用量の 1/2～1/3 量が目安 

道路緑化道路緑化道路緑化道路緑化    法面緑化法面緑化法面緑化法面緑化    元肥元肥元肥元肥    マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ((((中又は小中又は小中又は小中又は小))))    吹きつけ用土に混入 3～5kg/立米 

街街街街    路路路路    樹樹樹樹    
庭庭庭庭    園園園園    樹樹樹樹    

植栽時（苗木）植栽時（苗木）植栽時（苗木）植栽時（苗木）    
元肥元肥元肥元肥    

マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ    大粒大粒大粒大粒    植え穴の底に入れ、その上に２～３

cm の厚さに土を入れてから植えます 

コンテナ栽培の場合は 
３～５ｇ/用土㍑を目安に混合します 

苗
木

根
土
の
直
径

25cm 約 50g 

30～40cm 約 100g 

40～50cm 約 200g 

60cm 300～350g 

90cm 450～900g 

植わっている木植わっている木植わっている木植わっている木    追肥追肥追肥追肥    

マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ    大粒大粒大粒大粒    樹木の外枝の下に、数ヶ所穴を開け

て穴の中に適量施肥します。 
１ヶ所の穴に 100～200g を目安に施

肥穴の大きさと深さを調整します。 

樹

高

１～２ｍ 100～200g 

２～３m 200～350g 

３～４m 350～500g 

４～５m 500～800g 

５m 以上 800g～ 

芝生芝生芝生芝生    
（校庭、公園、屋上緑化）（校庭、公園、屋上緑化）（校庭、公園、屋上緑化）（校庭、公園、屋上緑化）    

張り芝、芝播種張り芝、芝播種張り芝、芝播種張り芝、芝播種    元肥元肥元肥元肥    マグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ((((中又は大中又は大中又は大中又は大))))    作業前に表土 10cm 前後に混合 150g～300g/㎡ 



ハイポネックスハイポネックスハイポネックスハイポネックス業務用業務用業務用業務用    公園公園公園公園・・・・緑化緑化緑化緑化    液肥液肥液肥液肥・・・・活力剤活力剤活力剤活力剤のののの施用法施用法施用法施用法（（（（目安目安目安目安））））

    

秋植え花壇の施肥例秋植え花壇の施肥例秋植え花壇の施肥例秋植え花壇の施肥例    （関西・関東平地）パンジー・ビオラ（関西・関東平地）パンジー・ビオラ（関西・関東平地）パンジー・ビオラ（関西・関東平地）パンジー・ビオラ    
＊おすすめ肥料 マグァンプＫ大粒、オスモコートエグザクトマグァンプＫ大粒、オスモコートエグザクトマグァンプＫ大粒、オスモコートエグザクトマグァンプＫ大粒、オスモコートエグザクト 16161616----9999----12121212、微粉ハイポネックス液肥、ピータース液肥、微粉ハイポネックス液肥、ピータース液肥、微粉ハイポネックス液肥、ピータース液肥、微粉ハイポネックス液肥、ピータース液肥 20202020----11110000----20202020 

１１月上旬頃１１月上旬頃１１月上旬頃１１月上旬頃    パンジー苗パンジー苗パンジー苗パンジー苗    植え付け植え付け植え付け植え付け    
パンジー植え付け前に元肥にマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫマグァンプＫ    大粒大粒大粒大粒を１㎡当り 150～300g を表土１０ｃｍの深さに混合します。 

施肥量は肥沃度の高い土の場合は少な目で、新しい土の場合は多目に調節します。 

ポイント→ポイント→ポイント→ポイント→冬に咲き続けるパンジーは、冬でも養分を切らさない事がポイント。マグァンプは低温時でも養分を供給する 

事ができる大変便利な肥料です（植物が養分を要求している場合）。また養分の溶脱が非常に少なく環境負荷が少ない肥料です。 

２月下旬～３月上旬２月下旬～３月上旬２月下旬～３月上旬２月下旬～３月上旬        追肥追肥追肥追肥    
オスモコートエグザクトオスモコートエグザクトオスモコートエグザクトオスモコートエグザクト 16161616----9999----12121212 を１㎡当り 30～50g を株の間にばら撒きます。3～4 ヶ月の肥効期間で春の花壇苗植替え後も効き続けます。 

春の気配が感じられる温度になると、パンジーも急に生育が促進します。元肥のマグァンプのみでは養分が足りなくなるので、オスモコートエグザクト

16-9-12 を追肥して養分を補給します。花数を増加させるためにもおすすめの肥料です。 

植え付けから春の植え替え終了時期まで、葉色が物足りない場合など直ぐに養分を補給したい時は微粉ハイポネックス微粉ハイポネックス微粉ハイポネックス微粉ハイポネックスを５００倍に薄めて施肥します。 

硝酸態窒素が多く含まれて、低温時でも窒素吸収が良く、カルシウムと共に微量要素も補給します。カリ成分が多く含まれて耐寒性を強めます。 

ピータース 20-10-20 を使用する場合は 2000 倍に薄めて施肥します。素早い吸収と微量要素の補給に効果があります。 
 

用用用用    途途途途    使用肥料・使用肥料・使用肥料・使用肥料・    施用方法施用方法施用方法施用方法    施用量施用量施用量施用量    

法面緑化花壇、草花・宿根草法面緑化花壇、草花・宿根草法面緑化花壇、草花・宿根草法面緑化花壇、草花・宿根草    

芝生、グランドカバー芝生、グランドカバー芝生、グランドカバー芝生、グランドカバー    

ワイルドフラワーワイルドフラワーワイルドフラワーワイルドフラワー    

屋上緑化屋上緑化屋上緑化屋上緑化    

樹木樹木樹木樹木    

液肥液肥液肥液肥    

・ピータース・ピータース・ピータース・ピータース 20202020----20202020----20202020    (10kg)(10kg)(10kg)(10kg)    

・プロフェッショナルハイポネックス・プロフェッショナルハイポネックス・プロフェッショナルハイポネックス・プロフェッショナルハイポネックス 20202020----20202020----20202020    

1000～2000 倍に薄めて施肥します 

芝生には 1000～500 倍目安 

直ぐに効果を期待したい時に施用

します 

 

希釈液を 1 ㎡当り２～３㍑施用 

 

微粉ハイポネックス微粉ハイポネックス微粉ハイポネックス微粉ハイポネックス    6.56.56.56.5----6666----19191919    
500 倍に薄めて施肥します。 

芝生には 250 倍目安 

ハイポネックス液ハイポネックス液ハイポネックス液ハイポネックス液 6666----10101010----5 (10kg)5 (10kg)5 (10kg)5 (10kg)    

活力剤活力剤活力剤活力剤    パワーグローＶパワーグローＶパワーグローＶパワーグローＶ    (10(10(10(10 ㍑㍑㍑㍑))))    200 倍に薄めて施用します。 

湿潤剤湿潤剤湿潤剤湿潤剤    ワターインワターインワターインワターイン    ／／／／    ワターインキレートワターインキレートワターインキレートワターインキレート    500～1000 倍に薄めて施用します 
土が水をはじいて浸透しない時に 

希釈液を 1 ㎡当り５～１０㍑施用 

電話：0123-72-1010　FAX：0123-72-4145
夕張郡栗山町朝日3丁目97番地
http://www.uesaka1010.jp/




