
2011年3月　東北大震災で日本の安全神話は崩壊いたしました。

弊社にも数多くの店舗、お客様から、培養土などの安全性を聞かれました。

その一方でヨーロッパでは農薬系ある商品は販売店での販売中止から～

ネオニコチノイド系農薬の全面使用禁止の動きもあります。

又、高齢化・気候の高温化とかなり厳しい状況には違いありません。

その中で「軽い」　「環境に優しい」　「お子様やペットに安心・安全」が

キーワードと考えております。

2019年　家庭園芸売場への提案

人・ペットと環境にやさしい家庭園芸商品の提供を提案させていただきます。

自然素材商品で安心・安全な家庭園芸を



無農薬の不快害虫駆除剤「虫よらず」

欧米が認めたニームを主原料とした不快害虫除け「虫よらず」シリーズ

　スプレータイプ 　＊手軽で使いやすいスプレータイプ＊
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発売10年！　今だ販売数が伸び続ける天然植物原料100％ 不快害虫駆除剤！

上代：600円

上代：1,200円

上代：1,100円

上代：800円



　お世話になっております。　弊社商品となりました虫よらずの 株式会社グリーンテック

　商品特長と現在の販売状況を説明させて頂きます。 担当：今藤鉄朗

　

　　　　100g：　1㎡分　新発売

　①簡単、まくだけで不快害虫を「駆除・退治」 「忌避効果向上」が望めます。

　②原料の全てを自然素材（及び食品・食品添加物）を使用して

　　お子様やペットに安心・安全であり、環境に優しい商品です。

　虫よらずの主原料はﾆｰﾑ・ｶﾗﾝｼﾞｬ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾄｳｶﾞﾗｼです。

　それを弊社独自のブレンドでより多くの不快害虫に効果を発揮します。

　特にﾆｰﾑは欧米では有機無農薬として忌避・殺虫・殺菌・土壌改良効果が

　認められております。

原料名

　ﾖﾄｳﾑｼ・ﾈｷﾘﾑｼ・ｾﾝﾁｭｳ・ｾﾝﾁｭｳ・ﾅﾒｸｼﾞなど

ｶﾗﾝｼﾞｬ

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

ﾄｳｶﾞﾗｼ

＊虫よらずは土の上・土中に効果を発揮します。虫よらずスプレーは飛来する虫等に効果を発揮します。

　あわせてご使用くだされば、効果的に不快害虫等を駆除できます。

虫よらず 　・安心・安全な天然素材のみ使用。 　・主成分のﾆｰﾑはUV・水分に弱い。

主成分；ﾆｰﾑ・ﾊｰﾌﾞなど 　・土に活力も同時に与える。

安全な天然素材のみ使用 　・菜園・花壇でも使用可能。 　・ﾆｰﾑの匂いが強い。

A社 　・一応天然素材のみ使用。 　・主成分のﾆｰﾑはUVに弱い。

主成分：ﾆｰﾑ・たばこ粉 　・基本的には回数制限は無い。 　菜園への流入などに注意が必要。

天然素材使用 　・ある一定の効果はあり。 　・たばこ粉が混入されている為に

化学薬品メーカー 　・化学性により効果は均一。 　・農薬の為に量・回数制限有り。

主成分：化学製品 　・今後の人体への影響は未知。

農薬 　・効果の持続が期待できる。 　・地力の低下は免れない。

　さらにﾁｯｿ・ﾘﾝｻﾝ・ｶﾘや微量要素が含まれており、土壌を元気にするニーム

　効果も発揮します。

株式会社グリーンテック　不快害虫忌避剤 虫よらず　商品案内

虫よらずの商品特長

虫よらずの原料・効果

忌避・殺虫効果が認められる生物

虫よらずの利点・欠点

利 点

　根ｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ・ｾﾝﾁｭｳ類

　ﾖﾄｳﾑｼなど

　ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼ・鳥・ﾓｸﾞﾗ・蛇など

欠 点



購買層の拡大に、次に定番品を買って頂く為に！

定番品を買う前に先ずは試してみたい方に！！

しかも手軽に手が伸びる値段で！！

使用面積

商品ｻｲｽﾞ

JANCODE

　専用吊下げ台紙詳細

　ｻｲｽﾞ：250X530㎜(厚み2㎜）　専用プラフック：4個付き（1ﾌｯｸ：5個用X4本　20個）

　吊下げ用：紐付き　1ｹｰｽに10枚ｾｯﾄして発送します。

　スプレータイプ 　＊手軽で使いやすいスプレータイプ＊

　手軽に使える不快害虫の駆除・予防には姉妹品スプレータイプもございます。

　合わせてご展開して頂ければ、関連販売につながります。　500ml と 900mlタイプの2種類です。

株式会社グリーンテック

W:120XD:12XH:180mm 初回予約分
専用吊下げ台紙
1ｹｰｽに10枚進呈4527554019921

発売10年！　今だ販売数が伸び続ける天然植物原料100％ 不快害虫駆除剤！

　　好評販売中！　お試しパック：100ｇタイプ　

100g：1㎡ メーカー希望小売価格

1ｹｰｽ
入数

　総数：200個
180円(税抜）

20個(袋入り）X10袋

上代：600円

上代：1,200円



　お世話になっております。　弊社商品の除草剤の商品特長と現在の販売状況を説明させて頂きます。

2018年春発売予定の新商品： ①水でつくる自然素材の除草剤 300ｇ X 2

②自然素材で根まで枯らす除草剤 1L

③自然素材で根まで枯らす除草剤 150g

3ｱｲﾃﾑの特徴、及び他社製品との性能比較を紹介いたします。

　原料の全てを自然素材（及び食品・食品添加物）を使用して

　 　お子様やペットに安心・安全であり、環境に優しい商品です。

　特にお子様・ペットに安心・安全なので農薬系除草剤の使用に不安を抱く心配もありません。

　今、人気のリアルグリーン（人工芝）にも雑草が出ます。

　この際の除草に関しても興味深いＴＶ報道が今夏にありました。

　通常の農薬系除草剤を人工芝に散布すると人工芝の繊維部分に除草剤成分が残留します。

　それが乾燥し風等で飛散し、吸引すると健康を害します。　又ペット等がその繊維をなめると

　ペットにも害が発生する恐れがありますとの放送されました。

株式会社グリーンテック　自然素材商品の除草剤　商品案内

弊社新商品の特徴

弊社新商品、自然素材商品の除草剤ではその心配はありません！



　特記事項

　・ペラルゴン酸とは食品添加物を化学分解したものであり、自然素材ではありません。

　・原料の全てを自然素材を使用し、・根まで枯れる　・塩害予防の成分を含有している除草剤は

　　弊社商品のみと自負しております。（2017年12月現在）

弊社商品　散布試験結果（左：散布前　　右：散布4日後）

　　　　　　after　before

　主成分；塩のみ 　根まで枯れる。 　土壌の回復に時間がかかる。

　主成分；塩・その他 　根まで枯れる。

グリーンテック商品 　農薬系除草剤より安全。 　塩害予防の成分を含有。

　主成分；酢 　時間がかかる。

　Ｔ・Ａ②メーカー商品 　農薬系除草剤より安全。 　塩害になる可能性あり。

　生き返る可能性がある。

　Ｔ　メーカー商品 　農薬系除草剤より安全。 　除草効果が弱く、枯れるまで

　Ａ①メーカー商品 　農薬系除草剤より安全。 　散布部分しか枯れない。

　主成分；ペラルゴン酸 　散布部分は早く茶色になる。 　根まで枯れず、数週間後には

　農薬系除草剤 　すぐ枯れる。　根まで枯れる。 　人工芝散布には向かない。

例）グリホサート等

利 点 欠 点

他社商品等比較



購買層の拡大に、次に定番品を買って頂く為に！

定番品を買う前に先ずは試してみたい方に！！ しかも手軽に手が伸びる値段で！！

　専用吊下げ台紙詳細

ｻｲｽﾞ：250X530㎜(厚み2㎜)専用プラフック：4個付き(1ﾌｯｸ：5個用X4本 20個)

吊下げ用：紐付き　1ｹｰｽに10枚ｾｯﾄして発送します。

使用面積

商品ｻｲｽﾞ

JANCODE

3～5㎡ メーカー希望小売価格

　　お試しパック　150ｇタイプ　新発売！！

TEL：0289‐76－3365

製造元　株式会社グリーンテック

1ｹｰｽ
入数

総数：128個

200円(税抜）
16個(袋入り）X8袋

W:120XD:12XH:180mm 初回予約分
専用吊下げ台紙
1ｹｰｽに8枚進呈4527554019952 〒322‐0015　栃木県鹿沼市上石川1866－22

不要になった容器を使って簡単に出来る

根まで枯らす



　養分吸収力の改善！

　　　　　　腐植分の高い草炭が土の団粒構造促進！ 植物に必要な栄養分を配合！

　　　　　　又、腐植は根からの養分吸収力を改善！ 弱った芝生の成長を促進！

容量 入数

5L 8

12L 4　芝生よみがえり元気くん12L 4527554019723 　 1,400円

土の団粒構造を促進！ 肥料分を配合！

芝生に速く効く！

商　品　名 JANCODE 希望小売価格
（税抜）

　芝生よみがえり元気くん 5L 4527554019716 　   700円

　　　　を除去し、環境を改善させます！

トリプルパワーで弱った芝生がよみがえる！

サッチを有効菌で分解！ 　　　　芝生の刈りカスや枯れ葉・茎を

芝生の環境改善！ 　　　　有効菌が分解、病害虫の温床



手軽に簡単！スプレーするだけ　軽い500ｍｌ＆お得な900ｍｌ

収穫増量や不快害虫駆除・障害に強くするスプレータイプ

　　・酵素・乳酸菌・海洋性微生物等が

　　　成長力をパワーアップ！

　　・免疫力を高め障害に強い野菜が育つ

　　・食品添加物のﾎﾀﾃ貝殻ｶﾙｼｳﾑ使用

　　・ｶﾙｼｳﾑ欠乏症の予防効果

　　　尻腐れ・芯腐れ病等予防効果

　　・食用黒酢が病害虫予防効果を発揮！

　　　ｱﾌﾞﾗﾑｼ・ﾊﾑｼ・羽アリ・小ﾊﾞｴなど

　　・免疫力・自然治癒力を高め活力向上

　　・食用黒酢が病害虫予防効果を発揮！

　　　ｱﾌﾞﾗﾑｼ・ﾊﾑｼ・羽アリ・小ﾊﾞｴなど

　　・免疫力・自然治癒力を高め活力向上
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　無農薬　野菜ナール

容量：500ml 入数：30

無農薬　トマトナール

　500mlスプレータイプ 　＊お年寄りやお子様でも手軽で使いやすいスプレータイプ＊

　＊容量充分なお得なスプレータイプ＊　900mlスプレータイプ

容量：500ml 入数：30

容量：500ml 入数：30

野菜・草花の病害虫予防ｽﾌﾟﾚｰ

容量：500ml 入数：30

バラの病害虫予防ｽﾌﾟﾚｰ

肥料の吸収力を高め成長促進・収穫量増収

収穫量増収 障害に強い野菜作り

天然原料で植物を病害虫から守る

天然原料で植物を病害虫から守る

上代：800円

上代：800円

上代：1,100円

上代：800円

上代：800円

上代：1,100円

上代：1,100円

上代：1,100円



昔ながらの希釈してまくだけの木酢液・竹酢液

土壌改良・植物活性・虫よけ効果が期待できる木酢・竹酢液シリーズ

容量：1L 入数：20

・ﾆﾝﾆｸ・ﾄｳｶﾞﾗｼ・ﾊｰﾌﾞｴｷｽ配合、虫よけ

　効果ｱｯﾌﾟ！　純度の高い木酢使用(国産）

・発がん性物質などの不純物は除去！

容量：1.5L 入数：20

・木酢液にﾆｰﾑｵｲﾙを加え、不快害虫駆除

　効果はさらに向上！

・欧米では無農薬の害虫駆除剤として愛用

容量：1L 入数：20

・ﾆﾝﾆｸ・ﾄｳｶﾞﾗｼ・ｼｮｳｶﾞ・ﾊｰﾌﾞを加え、

　さらに効果を向上！

容量：２L 入数：30

　・活力にない弱った土に本品を混ぜて、

　　活力のある土によみがえります。

　・アミノ酸・栄養素が

　　豊富に含有。 容量：5L 入数：15

　　植物も元気になります。

　　

土が元気によみがえる

土が元気によみがえる

　＊各種有効成分が活力のある土に復活させます＊
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有機 木酢ハーブ液

有機 木酢ニーム液

ﾘﾋﾟｰﾀｰ率が高い土のﾘｻｲｸﾙ材

特濃 木酢ﾆﾝﾆｸ液

人気の徳用（1.5L）タイプ

従来品を更にパワーアップ

　＊昔ながらの定番品：本物の木酢・竹酢液＊

　＊木酢に有効成分をプラスし、その効果を向上＊

植物・土壌の活性、犬・猫・虫よけに！

ニームオイル配合

無農薬有機栽培で健康な強い植物を！

上代：450円

上代：600円

上代：750円

上代：1,100円

上代：800円

上代：700円

上代：700円



・圧縮ｺｺﾔｼなので、必要量の水：10Lを入れるだけで約15分後には約17Lに復元します。

・生育に必要な120日間長く効く肥料も入っています。　後は野菜苗を買っていただくだけです！

・通常の培土の重さ約1/5！　総重量は約１．８kg　

・お子様でもお年を召した方でも楽に運べます！自転車の前カゴにも乗せられます！

・バッグも培土も有気質なので燃えるｺﾞﾐに出せます！（野菜苗ﾎﾟｯﾄの土は捨てられません）

・土の処分方法に悩まずに家庭菜園が楽しめます！

　

土容量　約17L　重量　約1.8kg　ｹｰｽ入数　16個 JANCODE　　4527554019532

＊実用新案登録済み商品＊　　発売元：株式会社グリーンテック

〒322-0015 栃木県鹿沼市上石川1866-32　　TEL 0289-76-3365 / FAX 0289-76-3364

バッグプランター

水でふくらむ野菜の土　17L(復元時）
提案参考売価　1,580円(税抜）　商品ｻｲｽﾞ　φ27cmXH30cm（全長：40cm）

　今までのココピート培養土との違いを実感して下さい！　次世代培養土の登場です！

マンションのベランダやビギナーに最適な野菜専用の土！

　　これ1個でOK！　野菜苗を準備するだけ！（野菜の種類によっては支柱が必要です）

手軽に

軽い

ゴミ捨て

支柱を簡単に立てられる

支柱用ｶﾞｲﾄﾞ

ﾛﾝｸﾞ肥料入り圧縮ｺｺﾔｼ培土

当社独自ﾌﾞﾚﾝﾄﾞで野菜の生長を

下方は粒が粗く鉢底土ﾀｲﾌﾟ

ココヤシマット

雨などの跳ね返りによる病気予防効果

耐久力のあるｼﾞｭｰﾄ製

燃やしても有害物質が出ず、

この商品の大きな4っのポイント



当社商品：水でふくらむ野菜の土 17L　専用のサポートキットです。

家庭菜園で人気のミニトマト・トマトからつる性の野菜に対応できます。

①野菜苗を植付け後の大事な期間、苗を風・雨・遅霜などから守るセット付き。

②大きくなったら長い支柱に変えられます。　

　しかも誘因用のビニールワイヤーが50本付いています。

　もちろん、通常のプラスティックの丸型プランターにも使用可能です。

　

1 W 5.5XD2XH180 4527554019686 30 1,100円

【セット内容】 　　使用画像

1､支柱（1800×11mm）×4本

2､支柱（600×6mm）×4本

3､風よけ、雨よけビニール×2枚

4､ビニールワイヤー×50本

水でふくらむ野菜の土17L専用
生育サポートキット

担当にご相談下さい。

2019年 水でふくらむ野菜の土専用ｻﾎﾟｰﾄｷｯﾄ　提案書

No 商品名 サイズ （cm）約 JANCODE
発注
単位

税抜価格 配送運賃

株式会社グリーンテック

 水でふくらむ野菜の土専用ｻﾎﾟｰﾄｷｯﾄ　ｾｯﾄ明細

他の商品と違うポイント


