
■ 商品の色、柄は予告なく変更することがございます。
■ 輸入品多数のため、欠品することがございます。
■ 掲載商品の他に数多く取り揃えておりますので、詳しくは
　 お問い合わせください。
■ 本カタログの見本商品の高さ、形状はあくまでも目安です。
　 また、色彩も印刷のため、実際とは若干異なることがあり
　 ます。輸入品多数の為、わずかな歪みや底にへこみが見ら
　 れる場合がありますが、植物の鉢として使用上問題ありま
　 せん。多少の傷・汚れなどはご容赦ください。
■ 商品に限りがありますので品切れの場合はご容赦ください。
■ 季節によってお届けできない商品もございますのでご了承
　ください。
■ 防水処理済みの器につきましては、素材の特性および製法
　 上、一部の商品では接地面に結露が生じる場合があります。
　 ご確認の上で置き場には十分にご注意ください。

有限会社　三浦園芸
〒444-3624

愛知県岡崎市牧平町字大門 45 番地
TEL　 0564-82-2651
FAX　0564-82-3087
hp　www.miuraengei.com

商品に関するお問い合わせは、下記へ
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ハイドロカルチャー とは、「土を使わず、水をためて育てる観葉植物」のことです

※ハイドロカルチャーの管理方法はP.37 →

ハイドロとはギリシャ語で「水」、カルチャーは「栽培」を意味し、土を使わない水耕栽培の一種をハイドロカルチャーといいます。

園芸としてインテリアとして、癒しアイテムとして様々な視点から、室内に「グリーン」を飾ることが求められる現代において、

清潔で管理もかんたんなハイドロカルチャーは、きっと様々な人のライフスタイルにマッチすることでしょう。

かわいいきれいかんたん

ハイドロカルチャー の特徴

ハイドロカルチャーで観葉植物を育てよう

かんたん

初めて植物を育てる方でも

水やりのタイミングがわかりやすい

かわいい

室内のどんなスペースにも飾れて、

インテリアにぴったり

きれい

土を使わないので鉢の周りを汚さず、

虫も発生しにくい



p.3 ～ 6　植物　ハイドロカルチャー苗
全 5 サイズ　計 100 品種以上　国内最大級のバリエーションの苗を取り扱っております。

p7 ～ 24　植物　ハイドロカルチャー完成品
ガラス製品を中心に、すぐに飾って販売を始められる、人気の植え込み商品です。
初めてハイドロカルチャーを取り扱われる店舗様は、まずこちらをご検討ください。

p25 ～ 30　植物　ハイドロカルチャー苗＋ポット
陶器鉢を中心に、苗と鉢をセットしただけのシンプルな商品です。
ナチュラル、モダン等 店舗様のテイストに合わせて鉢をお選び頂けます。

p31 ～ 36　資材　ポット・用土・その他 備品
ハイドロカルチャー苗の販売に欠かせない、ポット・用土等の資材類をまとめたページです。
必要な資材を組み合わせて発注することができます。（当ページ下記参照）

p.37 ～ 38　メンテナンス
ハイドロカルチャーの管理方法を説明しているページです。
店舗様の管理にお役立てください。

販促用 POP
各用途にあわせて web にフリーダウンロード可能な販促物を用意しました。
店頭での販売・管理にお役立てくださいませ。
http://miuraengei.com/product/pop.php

※発送・ロット条件について
植物：入数単位のご発注で送料元払いとなります。

資材：ポット・用土・その他備品などは、原則 発注単位 6、発送単位合計 36 個以上で
　　　送料元払いとなります。（例外商品あり）

例：ハイドロコーン小粒 18 個 ＋ ○○の鉢 6 個 ＋ □□の鉢 12 個 ＝ 合計 36 個　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　送料元払い
※全ての商品について「入数」「ロット」割れの場合、別途手数料が発生します。
元払い商品でも、北海道・沖縄・一部離島については別途送料が発生しますのでご了承ください。



① 6 マスにカットされたトレーが
12 パック入っています。
縁の部分だけ繋がっています。

② 繋がっている所をハサミなどで
　 切り離します。

横 2 穴
約 85ｍｍ

縦 3 穴
約 130ｍｍ

６穴単体

④ 販売用のトレーとしても使えます。

・タグ付きオアシス苗 　セパレートトレー
  入 数：72（6×12 パック）
  J A N：4944251022687

3

③ 水の溜まるトレーに並べます。

※底面吸水トレー、木製什器は→p.36

種類

s
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種類

s
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種類

3

s



・NS-4 オーバル
入数：6
JAN：4944251047789
鉢材質：陶器
鉢サイズ：H150mm×φ140mm

6

s

種類

種類
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おうちじかんに、彩りを

→ハイドロコーンに植物性の染料で着色した派生商品
　です。
　基本的な機能はそのままで使いやすく、色味で売り
　場の雰囲気をガラッと変えることができます。

水：器の高さの 1/5 量与えて、水が無くなったら給水
　　します。

カラフルコーン植え
特徴・水の管理方法

Colorful Corn

ホワイト

イエロー

ミント

ライラック

ピンク

レッド

C
o
l
o
r
f
u
l
 
C
o
r
n
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・バルンボール 100（カラフルコーン）
入数：12
JAN：4944251048342
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H78ｍｍ×φ100ｍｍ 口径 70ｍｍ

・プチドルチェ（カラフルコーン）
入数：24
JAN：4944251048311
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H64 ～ 84ｍｍ×φ63ｍｍ
鉢種類：2 種類（球、ストレート）

・キュートキューブ（カラフルコーン）
入数：24
JAN：4944251048328
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H75ｍｍ×□75ｍｍ

・スクエアグラス（カラフルコーン）
入数：24
JAN：4944251048335
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H95ｍｍ×□80ｍｍ

※資材は→p.35 ～

カラフルコーンなら寄せ植えも華やかに
例えば母の日なら「レッド・ピンク・ライラック」のように、
シーンに合わせて色を変えれば季節感を演出するのもかんたんです。
約５号サイズのボリュームのある器なら、贈る人も貰った人も華やかな気分に。

画像の寄せ植え材料

ハイミニ苗　１鉢
キュート苗　２鉢
カラフルコーン 0.8L 　約 1 袋半
バルンボール 150 の鉢
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・シリンダーベース 1212（ボール）
入 数：12
J A N：4944251047833
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H121mm×φ120mm



・プチドルチェ（ボール）
入 数：24
J A N：4944251047154
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H64 ～ 84mm×φ63mm
鉢種類：2 種（ 球、ストレート ）

10



サイズ比較

11

230

180

・バルンボール 180（ボール）
入 数：2
J A N：4944251049226
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H160mm×φ180mm

・バルンボール 230（ボール）
入 数：1
J A N：4944251049233
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H190mm×φ230mm

※植物種類はおまかせとなります。

バルンボールシリーズ 

・バルンボール 150（ボール）
入 数：6
 J A N：4944251049295
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H120mm×φ150mm

new!

150

ちょっと疲れた時、
植物がそばにいてくれたら

毎日植物を見続けると、心理的ストレスが減少し、脈拍も下がります。
ポイントは自分が気に入った植物で、自分で世話をすること。
自分で育てるうちに愛着がわき、同じ植物でも飽きることなく、
ストレス減に繋がる肯定的な感情が続きます。

バルンボール 230
ハイドロカルチャーで大きめサイズ
お気に入りのチェストに飾ればリビングの主役に

バルンボール 150
置き場所に困らない、ちょうどいい大きさ



・シリンダーベース 1212（炭）
 入 数：12
 J A N：4944251047901
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H121mm×φ120mm

・シリンダーベース 1515（炭）
 入 数：4
 J A N：4944251047963
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H152mm×φ150mm

・シリンダーベース 1521（炭）
 入 数：4
 J A N：4944251047970
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H213mm×φ150mm

12121515

1521

シリンダーベース 1521 のモンステラは高さ約 70ｃｍ。
リビングや寝室などに置くインテリアプランツ。
大きすぎては邪魔になり、小さくてはさみしくなりがち。
そんな時におススメしたいのがシリンダーベース。
ボリューム、安定感があるストレートタイプのガラス鉢に
ハイドロコーンや炭で植込みました。器内の水が見え管理
しやすく清潔です。

12

・シリンダーベース 1212（ボール）
 入 数：12
 J A N：4944251047833
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H121mm×φ120mm

・シリンダーベース 1515（ボール）
 入 数：4
 J A N：4944251047840
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H152mm×φ150mm

・シリンダーベース 1521（ボール）
 入 数：4
 J A N：4944251047857
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H213mm×φ150mm

サイズ比較

1521

C
o

r
n

C
h

a
r

c
o

a
l
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・プチドルチェ（炭）
入 数：24
J A N：4944251047161
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H64 ～ 84mm×φ63mm
鉢種類：2 種（ 球、ストレート ）
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付着

アンティケシリーズ
ハンドルが付いたレトロなデザインのポット
鉄製のハンドル付きで、経年変化によって風合いがお楽しみ頂けます

・アンティケ トール（エコスギ）
  入 数：12
  J A N：4944251049486
鉢材質：ガラス、鉄
鉢サイズ：H135mm×φ100mm

・アンティケ ショート（エコスギ）
  入 数：12
  J A N：4944251049479
鉢材質：ガラス、鉄
鉢サイズ：H100mm×φ87mm

（サイズはハンドル部分除く）

 new!
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付着

H95mm×□80mm

12



室 内 環 境 を ク リ ア に

ＫＡＮＫＹＯ
ＫＡＩＺＥＮ

17

新たな時代で、高まる衛生意識、

観葉植物が空気清浄の力になります。

環境改善シリーズの付属の POP とタグをスタイリッシュにリメイクしました。
最新の情報を記載して、環境を改善する植物の効能を解説し、ハイドロカルチャーの購買を訴求します。

旧 POP 新 POP 新 タグ 表・裏面

空気浄化 自然の加湿器 ストレス緩和 園芸療法視覚疲労の回復

ハイドロカルチャーだからできる、
植物 × 木炭のコラボ

植物の効能に関する情報をアップデート

※JAN は右ページ

150

110

180

※2
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※2

24
24
12
12

048144
048151
048168
049271

047888
047895
047413
049110

048175
048182
048199
049288

S
M
L

XL

プラカップ

※1

完成品イメージ

※3

 S 

M

L 

XL 

new size !

※3

※写真はエコスギ植え
・プラカップ シリーズ（ ボール or 炭 or エコスギ ）
コップ型の極めてシンプルな鉢です。
鉢材質：GPPS 樹脂

・プラカップ S 
　入 数：24
　鉢サイズ：H70mm×φ79mm

・プラカップ  M 
　入 数：24
　鉢サイズ：H100mm×φ76mm

・プラカップ  L 
　入 数：12
　鉢サイズ：H117mm×φ85mm

・プラカップ  XL 
　入 数：12
　鉢サイズ：H135mm×φ88mm
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Wateriumとは
water（英語：水）と arium（ラテン語：～に関する場所・空間）を組み合わせた造語です。
容器底面に水のある空間を確保し、水と培地部分をひもを経由して触れさせ、毛細管現象の力を利用して
植物の根に水を補給しています。
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PS 樹脂

・ウォータリウムボトル タグ付き（ボール）
入 数：24
J A N：4944251048069
鉢材質：ガラス、PS 樹脂
鉢サイズ：H110mm×φ62mm

・ウォータリウムボトルタグ付き（レインボーサンド）
入 数：24
J A N：4944251048564
鉢材質：ガラス、PS 樹脂
鉢サイズ：H110mm×φ62mm

ビーカー S

ボトル

・ウォータリウムカラードボトル タグ付き（ボール）
入 数：24
J A N：4944251049042
鉢材質：ガラス、PS 樹脂
鉢サイズ：H110mm×φ62mm

・ウォータリウムカラードジャー タグ付き（ボール）
入 数：12
J A N：4944251049059
鉢材質：ガラス、ブリキ、PS 樹脂
鉢サイズ：H131mm×φ81mm

ジャー

※サイズ比較

上段
カラードジャー

下段
カラードボトル

学校の理科室を思い出す、ノスタルジックなガラス（耐熱・耐薬ではありません）

ノッポなミニジャムびんにウォータリウムをあしらいました。

ブリキ製のダブルキャップでスタイリッシュな印象に。　たくさん給水できるので、水やりの回数が少なくて済みます。

new!

new!

PS 樹脂

PS 樹脂
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ボーテシリーズはフックを引っかけて飾ることもできます。　

・ウォータリウムボーテ 80（ボール）
入 数：12
J A N：4944251046768
鉢材質：ブリキ、PP 樹脂
　　　　プラスチック（ライナー）
鉢サイズ：H110(155)mm×83mm×123mm
※ライナー付き

・ウォータリウムボーテ 100（ボール）
入 数：12
J A N：4944251046775
鉢材質：ブリキ、PP 樹脂
　　　　プラスチック（ライナー）
鉢サイズ：H127(176)mm×100mm×145mm
※ライナー付き

other wateriums 清潔な素材感で、キレイめなインテリア

・ウォータリウムツートン 90（ボール）
まんまるとした形がかわいいポット。下部は透明で水が見えるようになっています。
入 数：15
J A N：4944251048656
鉢材質： AS 樹脂、PP 樹脂
鉢サイズ：H127(176)mm×100mm×145mm
鉢種類　２色：ホワイト、ピンクベージュ

new!

ウォータリウムが根腐れしにくいワケ
植物の根は呼吸しているため、

通常のハイドロカルチャーで水をためすぎると窒息してしまい、
根腐れの原因となります。

ウォータリウムなら、根の培地部分と水をためる空間がわけられているため、
水量が適正であれば根は呼吸できます。

ウォータリウムは水の流れと空気の流れを両立させた、
植物の根に優しい仕組みなのです。
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http://miuraengei.com/whats/waterium.php#myplants

ＭＹプランツ デザインデータは

WEB からダウンロードして印刷することができます

デザインのダウンロードはこちら 　⇒　

プリントした紙をカットして…

両面テープなどで貼り付けます。

※印刷にはなるべく耐水性の紙を使用して下さい。

普通紙を使用した場合、容器内の湿気や水滴でインクが

滲む場合がございます

お好みの MY プランツを購入したら…

専用サイトからお好みのデザインを

ダウンロード…

WEB からオリジナルデザイン鉢を作成！
水やりもかんたん！

waterium

MY Plants

MY プランツとは … “ 世界に 1 つ、自分だけのオリジナルプランツ ” を  お客様の手で。

そんな観葉植物を提供したいという想いをもとに開発した、新しいスタイルの園芸商品です。どこにでも気兼ねなく飾れる 3 号サイズのプランターをベースに、

豊富なテンプレートから好きなデザインを飾りつけて、お好みのポットを作成することができます。好きなイラストやメッセージを書き込んだり、写真を貼り付ければ、

まさに世界に 1 つだけのポットの完成です。
「植物は好きだけど、鉢がイメージとマッチしない … 」園芸店に訪れる人が一度は遭遇したことがあるそんなジレンマも、MY プランツは解決します。

シーズンごとにデザインを変えたいと思った場合、重い鉢を持って帰ったり、植え替える必要もなく、気分が変わればすぐに着せ替えもできます。

・ウォータリウムマイプランツ無地（ボール）
入数：24
JAN：4944251047116
鉢材質：PS 樹脂、PP 樹脂
 鉢サイズ：H100mm×φ76mm

※お店様には専用 POP を同梱して出荷いたします。

+
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島根県産ゼオライト（沸石）を使用した、環境に優しいエコロジー商品です。
ほぼ無菌状態ですので、病害虫や臭いの発生も少なく清潔です。
植物の根の育成促進効果や、ゼオライトが持つお部屋の消臭効果が期待できます。

new!
天然ゼオライトが空気を浄化　植物 × 鉱石のシナジー
ピュアライト 

Pure Lite
焼成温度を変えることで色を変化させた無着色で自然なカラーリングは、
植物のグリーンを引き立たせ、ナチュラルスタイルのインテリアにぴったりです。

水：器の高さの 1/5 量与えて、水が無くなってから給水します。
（ハイドロコーン等と同様です。）

ピュアライト植え
特徴・水の管理方法

ゼオライトとは  …
沸石とも呼ばれるアルミノ珪酸塩鉱物で、微細な空洞構造から
吸着・触媒・分子ふるい・イオン交換など様々な機能を有しています。
水質浄化や土壌改良等にも利用され、私たちの生活を支える天然鉱石なのです。

ゼオライト原材料と
顕微鏡拡大図

P
u
re

 L
it

e

オレンジホワイト
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new !
・プチドルチェ（ピュアライト）
ドルチェ（甘いデザートの意）グラスに植わった人気のアソートです。
入数：24
JAN：4944251048663
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H64~84mm×φ63mm
鉢種類：2 種（球、ストレート）

new !
・バルンボール 100（ピュアライト）
丸みのある優しいガラスです。
入数：12
JAN：4944251049301
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H78mm×φ100mm　口径 70mm

new!
・タンブラー（ピュアライト）
かすかに入るラインがおしゃれな背の高いグラスです。
入数：12
JAN：4944251049325
鉢材質：ガラス
 鉢サイズ：H137mm×φ82mm

new !
・プチヨーグル（ピュアライト）
ひと口サイズのヨーグルトびんにハイドロカルチャーをあしらいました。
入数：24
JAN：4944251049318
鉢材質：ガラス
鉢サイズ：H74mm×φ53mm

※ピュアライト資材は→p.35 ～



　NS-4 リトルハイミニ キュート

Plants + Pots
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→
植えかえの手間がありません。

植物が大きくなっても、鉢をかえていくだけで長期間同じ植物を楽しめます。

気分でポットをかえることもできます。

空いた鉢には、同じサイズで新しい苗を入れるのもいいですね。

モンステラ（ハイミニ苗）＋ハイミニショコラの鉢

器の高さの 1/5 ほど水をあたえて、
中の水が無くなってから次の水やりをします。

お好みの苗を、お好みのポットに

鉢は豊富に種類を取り揃えております。
色やトーンをあわせて売り場の雰囲気を演出
してみましょう。

水のたまる容器でポットの大きさがあえば、
どんな器も植物の鉢になります。

←苗の詳細は P.3 ～

ハイドロカルチャー セット商品
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オアシス苗 専用

NS-4 苗 専用

・オアシスたまご
入数：24
JAN：4944251046652
鉢材質：陶器
鉢サイズ：H47mm×φ47mm

・NS-4  オーバル
入数：6
JAN：4944251047789
鉢材質：陶器
鉢サイズ：H150mm×φ140mm

＋
・オアシスたまごの鉢
入数：6/36
JAN：4944251046898
鉢材質：陶器
鉢サイズ：H47mm×φ47(29)mm/0.04ℓ/40g

NS-4  ティン
入数：6
JAN：4944251046904
鉢材質：ブリキ、プラスチック（ライナー）
鉢種類：２色　グレー、クリーム
鉢サイズ：H145mm×φ148mm

存在感のあるサイズの NS-4（12φ 4 号規格）でも苗 × ポットのセットで管理が可能です。
鉢付きなら、5~6 号くらいの存在感が楽しめます

オアシス苗（p.3）
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・ハイミニハンギングジュート
麻素材のハンギングポット。
ひもをまとめて置き型で飾ることもできます。
水漏れ防止のライナー付き。
鉢材質：麻、PET 樹脂（ライナー）
入数：12
JAN：4944251046461
鉢サイズ：H110mm×110mm（紐の長さ 約 500mm）

・ティンシリーズ
シンプルなブリキ素材の鉢です。水漏れ防止のライナー付き。
鉢材質：ブリキ、プラスチック（ライナー）
鉢種類：２色　グレー、クリーム

・リトルティン
入数：24
JAN：4944251046485
鉢サイズ：H63mm×φ66mm

・キュートティン
入数：24
JAN：4944251046492
鉢サイズ：H79mm×φ83mm

・ハイミニティン
入数：12
JAN：4944251046508
鉢サイズ：H94mm×φ102mm

・NS-4  ティン
入数：6
JAN:4944251046904
鉢サイズ：H145mm×φ148mm
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・ツイストシリーズ
汚し加工でレトロな雰囲気が漂う、アンティーク調のポットです。
鉢材質：陶器
鉢種類：２色　ホワイト、カーキ

・リトルツイスト
入数：24
JAN：4944251046959
鉢サイズ：H57mm×φ63mm

・キュートツイスト
入数：24
JAN：4944251046966
鉢サイズ：H69mm×φ80mm

水やりのポイント
水のあたえすぎは根腐れの原因となります。
中の苗を持ち上げて、直接水の量を確認すれば安心です。
根の老廃物で中が汚れてくることもありますので、
水が汚れていたら、交換しましょう。
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PP 樹脂（リトル）、 ， ( キュート / ハイミニ )

・みかげシリーズ
鉢材質：陶器
鉢種類：4～ 6 色　イエロー、レモンライム、ライトブルー、
　　　　　　　　　ホワイト（ハイミニのみ）、レッド、ブラック（ハイミニのみ）

・キュートみかげ
入数：24
JAN：4944251001002
鉢サイズ：H67mm×φ81mm

・ハイミニみかげ
入数：12
JAN：4944251003006
鉢サイズ：H92mm×φ110mm



資
　
材 カーブワイン

i-pot150の鉢

i-pot120の鉢

i-pot90の鉢

i-pot185の鉢

JAN：4944251017539
H125mm×φ150mm/1.5ℓ/230g

JAN：4944251017522
H100mm×φ120mm/0.76ℓ/100g

JAN：4944251017515
H75mm×φ90mm/0.31ℓ/50g

JAN：4944251017546
H165mm×φ185mm/3ℓ/460g

入数：3/36 
材質：AS樹脂
種類：4サイズ

クリア150の鉢
JAN：4944251012183
H110mm×φ150(114)mm/0.97ℓ/150g

入数：3/36 
材質：PS樹脂
種類：3サイズ

PキューブLの鉢

PキューブMの鉢

JAN：4944251020829
H108mm×□105mm/1.2ℓ/345g 

JAN：4944251020812
H75mm×□84mm/0.36ℓ/145g 

入数：3/36 
材質：PS樹脂
種類：2サイズ

クリア110の鉢
JAN：4944251013890
H80mm×φ110(81)mm/0.36ℓ/90g

クリア180の鉢
JAN：4944251012190
H145mm×φ180(142)mm/2.27ℓ/200g 

プチグリーン（プチグラス）の鉢
JAN：4944251012237
ワイン：H62mm×φ68mm/0.16ℓ/90g 
カーブ：H65mm×φ65mm/0.11ℓ/90g 
種類：2型

入数：6/36 
材質：ガラス

プチドリンクジャーの鉢
JAN ： 4944251046362
H85mm×76mm×56mm/0.13ℓ/128g

入数：6/36
材質：ガラス
種類：2サイズ

ビーカーS100mℓの鉢
JAN：4944251047987
H75mm×φ52mm/0.12ℓ/51g

ビーカーM150mℓの鉢
JAN：4944251047994

H85mm×φ70mm/0.21ℓ/68g

球 ストレート

プチドルチェの鉢
JAN：4944251049158
球：H64mm×φ63mm/0.15ℓ/125g 
ストレート：H84mm×φ63mm/0.14ℓ/135g 
種類：2型

入数：6/36 
材質：ガラス

ガラスポット ハイドロカルチャーの基本となるポットです。苗 × 培地と組み合わせて植えられます。

※ハイドロカルチャー苗セット用ポットです。

●キュート苗を植えられます。

●オアシス～リトル苗を植えられます。

●ハイミニ苗を植えられます。

入数：6/36 
材質：ガラス

イエロー オレンジ ピンク シグナルレッド ライトブルー ライムグリーン

リトルビビの鉢
JAN：4944251011919
H53mm×φ60mm/0.1ℓ/30g 

入数：6/36
材質：PP樹脂　  （リトル）
　　　PP,PS樹脂 （キュート/ハイミニ）
種類：3サイズ、6色

キュートビビの鉢
JAN：4944251010103
H65mm×φ75mm/0.2ℓ/50g

ハイミニビビの鉢
JAN：4944251010134
H90mm×φ100mm/0.5ℓ/100g 

スクエアグラスの鉢
JAN：4944251031078
H95mm×□80mm/0.25ℓ/290g 

入数：6/36 
材質：ガラス

キュートキューブの鉢
JAN：4944251011988
H75mm×□75mm/0.27ℓ/340g 

入数：6/36 
材質：ガラス

バルンボール100の鉢
JAN：4944251011193
H78mm×φ100(70)mm/0.4ℓ/100g 

入数：6/36 
材質：ガラス

フラットベースの鉢
JAN：4944251048915
H59mm×□95mm/0.27ℓ/177g 

入数：6/36 
材質：ガラス

バルンボール150の鉢
JAN：4944251014859
H120mm×φ150(100)mm/1ℓ/375g 

入数：3/36 
材質：ガラス

シリンダーベース1212の鉢
JAN：4944251048847
H121mm×φ120mm/1.4ℓ/480g 

JAN：4944251049356
H118mm×φ140mm/0.85ℓ/540g 

入数：3/36 
材質：リサイクルガラス

クラーロ140の鉢

入数：3/36 
材質：リサイクルガラス

プラスチックポット 落としても割れにくく、軽くて扱いやすい特徴があります。
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※リサイクルガラス 性質について
ガラスの内部に小さな気泡や黒点、またガラス表面に擦れや黒点、ヨレ、凸凹、つなぎ目が見られる場合がございます。
多少の歪み、気泡は商品の仕様です。
クレンザーやスチールたわし等でガラス表面を洗わないでください。

new !

new ! new !

new !

new !

入数：6/36
材質：ガラス

ドリンクジャーMの鉢
JAN ： 4944251046386
H130mm×105mm×78mm/0.5ℓ/400g



白 黒

キュートみなもの鉢
JAN：4944251019328
H70mm×φ73mm/0.18ℓ/150g

入数：6/36
材質：陶器
種類：2サイズ、2色

球 すり

ハイミニライフの鉢
JAN：4944251019670
球　：H95mm×φ130(81)mm/0.74ℓ/470g
すり：H95mm×φ175(81)mm/0.85ℓ/595g 

入数：6/36
材質：陶器
種類：2型

ハイミニみなもの鉢
JAN：4944251019335
H90mm×φ96mm/0.42ℓ/300g

白丸 黒丸 白角 黒角

リトルフィットの鉢
JAN：4944251019274
丸　：H60mm×φ65mm/0.12ℓ/150g
角　：H60mm×□65mm/0.18ℓ/160g 

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、2色2型

キュートフィットの鉢
JAN：4944251019281
丸　：H70mm×φ80mm/0.22ℓ/255g
角　：H70mm×□80mm/0.3ℓ /250g 

ハイミニフィットの鉢
JAN：4944251019298
丸　：H95mm×φ108mm/0.58ℓ/580g
角　：H95mm×□98mm /0.68ℓ/450g 

ホワイト ブラック

リトルステラの鉢
JAN：4944251022885
H55mm×φ63mm/0.1ℓ/80g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、2色

キュートステラの鉢
JAN：4944251022892
H67mm×φ75mm/0.16ℓ/125g

ハイミニステラの鉢
JAN：4944251022908
H94mm×φ102mm/0.4ℓ/270g

キュートティンの鉢
JAN：4944251046713
H79mm×φ83mm/0.22ℓ/50g

入数：6/36
材質：ブリキ
　　　プラスチック（ライナー）
種類：4サイズ、2色

リトルティンの鉢
JAN：4944251046706
H63mm×φ66mm/0.13ℓ/30g

ハイミニティンの鉢
JAN：4944251046720
H94mm×φ102mm/0.49ℓ/69g

NS-4ティンの鉢
JAN：4944251046911
H145mm×φ148mm/1.57ℓ/155g

グレークリーム

キュートジャルダンの鉢
JAN：4944251046744
H70mm×φ83mm/0.16ℓ/140g

入数：6/36
材質：陶器
種類：2サイズ、3柄

リトルジャルダンの鉢
JAN：4944251046737
H57mm×φ63mm/0.09ℓ/70g

ハサミ ジョウロネコ

クリーム モカ ブラウン

リトルショコラの鉢
JAN：4944251019731
H55mm×φ58mm/0.08ℓ/75g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、3色

キュートショコラの鉢
JAN：4944251019748
H71mm×φ79mm/0.17ℓ/145g

ハイミニショコラの鉢
JAN：4944251019755
H96mm×φ102mm/0.45ℓ/290g

キュートツイストの鉢
JAN：4944251046997
H69mm×φ80mm/0.17ℓ/120g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、2色（リトル/キュート）
                                 1色（ハイミニ）

リトルツイストの鉢
JAN：4944251046980
H57mm×φ63mm/0.08ℓ/75g

カーキホワイト
（リトル/キュートのみ）

入数：6/36
材質：麻
　　　PET樹脂（ライナー）

ハンギングジュートの鉢（内鉢付き）
JAN：4944251046690
H110(全長600)mm×φ110mm/0.5ℓ/57g

ハンギングジュートの鉢（内鉢なし）
JAN：4944251046683
H110(全長600)mm×φ110ｍｍ/36g

ハイドロカルチャーセット用ポット ハイドロカルチャー苗の各種サイズに対応した、セットするだけで使えるポット。

ハイミニツイストの鉢
JAN：4944251047000
H93mm×φ107mm/0.43ℓ/234g
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資
　

材

ピンク

リトルエルバの鉢
JAN：4944251031580
H57mm×□65mm/0.12ℓ/120g

キュートエルバの鉢
JAN：4944251031597
H69mm×□80mm/0.21ℓ/175g

ハイミニエルバの鉢
JAN：4944251031603
H100mm×□93mm/0.46ℓ/315g

ピンク ブルー
（リトル/ハイミニのみ）

イエロー
（リトル/ハイミニのみ）

リトルフルールの鉢
JAN：4944251019854
H54mm×φ62mm/0.1ℓ/65g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、3色（リトル/ハイミニ）
　　　　　　　 １色（キュート）

キュートフルールの鉢
JAN：4944251019861
H66mm×φ78mm/0.15ℓ/125g

ハイミニフルールの鉢
JAN：4944251019878
H90mm×φ100mm/0.39ℓ/225g

ホワイト グリーン オレンジ クリーム ピンク ライトブルー ライトグリーン

ハイミニスティッチの鉢
JAN：4944251021802
H93m×□102mm/0.56ℓ/440g

入数：6/36
材質：陶器
種類：7色

ピンク ブルー イエロー

リトルサニーの鉢
JAN：4944251019458
H60mm×φ70mm/0.11ℓ/90g

入数：6/36
材質：ガラス
種類：3色

ブルー

キュートウィンリーの鉢
JAN：4944251018833
H67mm×φ75mm/0.16ℓ/130g

ハイミニウィンリーの鉢
JAN：4944251018840
H92mm×φ100mm/0.41ℓ/310g
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入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、2色（リトル）
   1色（キュート/ハイミニ）

ホワイト
（リトルのみ）

ピンク グリーン

入数：6/36
材質：陶器
種類：2サイズ、3色

ピンク

ハイミニアロハの鉢
JAN：4944251032815
H94mm×φ102mm/0.42ℓ/295g

パープル ブルー

入数：6/36
材質：陶器
種類：3色

ホワイト
（ハイミニのみ）

イエロー レモンライム ライトブルー レッド ブラック
（ハイミニのみ）

キュートみかげの鉢
JAN：4944251010158
H67mm×φ81mm/0.21ℓ/180g

入数：6/36
材質：陶器
種類：2サイズ、4色（キュート）
　　　　　　　   6色（ハイミニ）

ハイミニみかげの鉢
JAN：4944251010127
H92mm×φ110mm/0.62ℓ/400g

ピンク イエロー ライトグリーン オフホワイト チェリーピンク ターコイズブルー

リトルパステルの鉢
JAN：4944251010738
H55mm×φ62mm/0.1ℓ/120g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、6色

キュートパステルの鉢
JAN：4944251010714
H75mm×φ83mm/0.17ℓ/200g

ハイミニパステルの鉢
JAN：4944251010721
H95mm×φ100mm/0.45ℓ/350g

ベビーピンク アクアブルー アップルグリーン

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、3色

リトルひよりの鉢
JAN：4944251022458
H57mm×φ63mm/0.09ℓ/70g

キュートひよりの鉢
JAN：4944251022465
H70mm×φ83mm/0.16ℓ/140g

ハイミニひよりの鉢
JAN：4944251022472
H97mm×φ107mm/0.4ℓ/290g

オフホワイト チェリーピンク キャメル

リトルロッチャの鉢
JAN：4944251021840
H57mm×φ63mm/0.09ℓ/100g

入数：6/36
材質：陶器
種類：3サイズ、3色

キュートロッチャの鉢
JAN：4944251021864
H68mm×φ75mm/0.16ℓ/145g

ハイミニロッチャの鉢
JAN：4944251021888
H95mm×φ100mm/0.42ℓ/300g

ハイドロカルチャーセット用ポット ハイドロカルチャー苗の各種サイズに対応した、セットするだけで使えるポット。



資
　
材
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アレンジ例

入数：6/36
材質：陶器オアシスたまごの鉢

JAN：4944251046898
H47mm×φ47(29)mm/0.04ℓ/40g

ホワイト

入数：1/36

材質：陶器

NS-4オーバルの鉢
JAN：4944251048007

H150mm×φ140mm/1.4ℓ/895g 

ハイドロカルチャーインナーポット ハイドロカルチャー苗の生産用ポット

ハイドロカルチャー用　備品 ハイドロカルチャーを管理するための、便利アイテムです。

アミノ酸が植物に取り込まれやすい状態で
溶け込んでいます。定期的に与えることで
植物の根や葉を丈夫に育てます。
薄めずそのまま水やり感覚で与えます。

ブドウ糖配合で、葉に適度なツヤを与え
鮮やかな色を保ちます。プッシュタイプの
ノズルで直接スプレーします。

水位計

5cm （キュート 6φ用） 7cm （ハイミニ 9φ用） 9cm

12cm （NS-4 12φ用） 大鉢用 細 大鉢用 太
入数：1/36
材質：プラスチック 

JAN：4944251010257
全長75mm×φ10mm/2g
植込み部長さ40mm

浮きの原理で赤い針が上下し、外から見えない器内部の水量を教えてくれます。
インナーポットにセットしたり、植物と一緒に植え込んでください。

JAN：4944251010196
全長110mm×φ12mm/2g
植込み部長さ55mm

JAN：4944251012138
全長145mm×φ18mm/2g
植込み部長さ70mm

JAN：4944251010202
全長190mm×φ18mm/10g
植込み部長さ105mm

JAN：4944251019236
全長295mm×φ74mm/50g
植込み部長さ215mm

JAN：4944251019229
全長254mm×φ19mm/15g
植込み部長さ175mm

ハイドロカルチャー用栄養剤 300mℓ 葉面散布活力剤 300mℓ
入数：1/36 

JAN：4944251020331
H207mm×φ50mm/345g

JAN：4944251020324
H228mm×φ50mm/345g

インナーポット
リトル 4.5φ用

20φ用NS-4 12φ用

ハイミニ 9φ用キュート 6φ用

入数：1/36
材質：PP樹脂 

JAN：4944251011414
H40mm×φ47(底37)mm/2g

サイドの専用穴に水位計をセットできます。（リトル4.5φ用を除く）
側面のスリットから根が外へ伸びるので、植え替え時にポットを抜く手間が不要です。

JAN：4944251012145
H180mm×φ205(底180)mm/180g

JAN：4944251010189
H110mm×φ120(底97)mm/50g

JAN：4944251010172
H75mm×φ82(底66)mm/15g

JAN：4944251010165
H55mm×φ62(底45)mm/5g



資
　

材

入数：1/36
材料：粘土（発泡煉石）
原産国：オランダ  

JAN：4944251015221
350g

JAN：4944251015238
230g

JAN：4944251015245
220g

JAN：4944251010066
1400g

JAN：4944251010042
1000g

JAN：4944251010059
700g

JAN：4944251015207
2400g

JAN：4944251033300
25kg

JAN：4944251033317
19kg

JAN：4944251016112
140ｇ

JAN：4944251016129
120g

不揃いの球形で軽石のような質感です。
肥料分は含んでおりません。
根腐れ防止剤と一緒の使用がおすすめです。
水に浮くほど軽いものもあり水槽には沈められません。

H160mm×110mm×20mm H300mm×200mm×50mm H370mm×290mm×65mm

H650mm×480mm×150mm

H93mm×φ58mm

入数：1
発送単位：1

170mℓ

パッケージは画像と異なる場合があります。

ハイドロコーン 0.5ℓ ハイドロコーン 2ℓ ハイドロコーン 5ℓ

ハイドロコーン 35ℓ

クリアBOX ハイドロコーン 170mℓ

小粒
（約2～5mm）

中粒
（約4～8mm）

大粒
（約8～16mm）

小粒（約2～5mm） 中粒（約4～8mm）

JAN：4944251017164
H160mm×110mm×20mm/190g

JAN：4944251017157
H300mm×200mm×50mm/830g

入数：1/36
材料：南洋広葉樹
　　　（約3～15mm）
原産国：マレーシア 

JAN：4944251016228
H93mm×φ58mm/110ｇ

土壌改良にも使われる不揃いな園芸炭です。
一片が軽くて薄く小鉢向きです。

170mℓ

木炭 0.5ℓ 木炭 2ℓ クリアBOX 木炭 170mℓ

ハイドロカルチャー用土 ハイドロカルチャーを育てるための専用培地です。

カラフルコーン0.8ℓ 入数：1/36
材料：粘土（発泡煉石）
原産国：オランダH230mm×160mm×70mm/490g

植物性の染料で着色したハイドロコーンです。
煉瓦のように硬く崩れにくいです。
染料が水や器に付く場合もありますが無害です。

ホワイト

JAN：4944251048595

レッドミント ピンクライラック イエロー

494425104864949442510486254944251048601 49442510486324944251048618
  中粒
（約4～8mm）

ピュアライト0.8ℓ 入数：1/36
材料：ゼオライト（沸石）
原産国：日本H230mm×160mm×70mm/750g

島根県産ゼオライト（沸石）を使用した、環境にやさしいエコロジー商品です。
カラーリングはゼオライト原石由来のものですので、ほとんど色落ちしません。
植物の根の育成促進効果や、ゼオライトが持つお部屋の消臭効果が期待できます。

ホワイト

JAN：4944251049363

オレンジ

4944251049370

new !

  中粒
（約4～6mm）
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クリアBOX セラミス 170mℓ

入数：1/36
材料：粘土
原産国：オランダ 

JAN：4944251016204
H93mm×φ58mm/130ｇ

どんな器でも植えられる万能用土。
吸水・保水力に優れます。

クリアBOX クリスタルロック 170mℓ

入数：1/36
材料：プラスチック 

JAN：4944251016099
H93mm×φ58mm/120ｇ

クリア ブルー

クリア ブルー
JAN：4944251016105

約8～15mmサイズの粗めのクリアブロックです。
マルチング材にしたり透明容器の底に沈めたり、
涼しげに装飾できます。

36

入数：24
発送単位：24
材料：国産杉(間伐材)
原産国：日本

JAN：4582250550024
H279mm×198mm×85mm/770g

国内天然杉から作られ、保水力は土の3倍。
根張りが良く大変軽いです。
空気を抜くように押し固めながら植え込みます。

エコ・スギバイオ やすらぎさん 2ℓ

入数：12
発送単位：12

JAN：4582250551007
H105mm×φ45mm/135g

自然界の土壌より培養した、有用な土壌バクテリア100％の土壌活性剤です。
エコ・スギバイオを使った商品に3～4ケ月に一度、5倍に薄めて定期的に与えます。
透明な器でも水アカや藻をつきにくくします。 肥料ではありません。

エコ・スギバイオ 森の妖精 100mℓ

底面給水トレーがぴったり入ります

30穴
（4.5φリトル/6φキュート用）

16穴
（9φハイミニ用）

入数：3
発送単位：3
種類：2色

入数：1
発送単位：1　送料別途
材質：ポリスチレン

底トレー単体でも販売いたします。

ベージュ

ホワイト

ハイドロ木製トレー什器
H90mm×□430mm/1.6kg
耐荷重4kgf

マルチ底面給水トレーセット
H43mm×□395mm/280g

JAN：4944251033195

H250mm×170mm×30mm/405g

入数：1/36
材料：瓦端材
　　　（約2～5mm）
原産国：日本 

JAN：4944251022717

H93mm×φ58mm/100ｇ 2kg

1ℓ

170mℓ

5ℓ JAN：4944251033232

4944251033201

4944251022724

4944251033249

4944251033218

4944251022731

4944251033256

4944251033225

4944251022748

4944251033263

4944251045198

4944251045174

4944251045211

4944251045204

4944251045181

4944251045228

国内初の瓦リサイクル用土。
水に浮くほど軽く、吸水して色が濃くなります。
焼成していない為に柔らかく、多量の水に浸すと粒が崩れて粉状になります。
植物を育てる水量を少なめに保つと長持ちします。

クリームモスラベンダー チャコールキャメル レンガ

170mℓ

リサコ 1ℓクリアBOX リサコ 170mℓ リサコ 5ℓ

ハイドロカルチャー苗専用トレー 専用のトレーがあれば、複数のハイドロカルチャー苗を一括で管理できます。

その他



Maintenance Note

※ロングポット等の
　底上げタイプには
　該当しません

このカタログに掲載している植物は全てハイドロカルチャー（水耕栽培）で生産しています。
植え込みの商品にもこの植物を使用しています。
ここではハイドロカルチャーの特徴を生かした数々の商品を簡単に管理できるようにまとめてみました。

ハイドロカルチャー（水耕栽培）観葉植物の育て方

！土植えとハイドロカルチャーでは水やりの方法が異なります。

ハイドロカルチャーの基本的な水やり

器の高さの 1/4 ～ 1/5 量与えて、溜まっている水がなくなってから
次の水を与えてください。水の継ぎ足しはやめましょう。
水が腐って根ぐされの原因になります。

夏場は 5～ 7日間、冬場は 10 日～ 2週間程度におよそ 1回の頻度です。
※種類によって水の吸収が早いものもあります。

薄いカーテン越しの光があたる場所が理想です。
観葉植物は原産地では大きな木の下やジャングルに生息しているため、
直射日光にあたると葉焼けのおそれがあります。

最低７℃以上の部屋に置いて下さい。
熱帯～温帯気候原産のものが多いため、過度な寒さや冬場の管理には注意が必要です。

※気温や水やり回数はあくまで目安です。観葉植物は生き物です。種類によって最適な環境は微妙に異なります。水やりも植物の状態、時期に合わせて適度にあたえましょう。

水

光

温度

メンテナンス ノート

土植えの観葉植物　　→　受け皿に水を溜めるのはNG
ハイドロカルチャー　→　水を溜めて、根からポット内の水を吸収させる
ハイドロカルチャー植物の根は、水に浸かっていても大丈夫な特殊な根を持っています。



①腰水タイプ
ハイドロカルチャー苗、ハイドロコーン植え、カラフルコーン植え、
炭植え、レインボーサンド植え、ピュアライト植え商品

植え込み材料によって 2通りの水のやり方があります。

ぜひ、この見開き 2ページをコピーして頂き、植物の管理にお役立て下さい。

水やりのタイミング

その他注意事項、日々のメンテナンス

②保水タイプ
セラミス植え、シャモット植え、エコスギ植え、リサコ植え商品

●葉水
室内は観葉植物の原産地に比べて乾燥しているため、こまめな葉水（葉の表裏に霧吹き等で加湿すること）は植物の生育に効果的です。
また、病害虫や病気の予防にもなります。ただし、冬季の過度な加湿は凍傷の原因にもなるので、最低気温が 7℃を下回る時には控えましょう。

●風通し
植物の葉は空気の流れを感じて、光合成＆呼吸の生命活動が活発になります。
部屋の換気をした際に、空気の流れがある場所は置き場所として理想的です。また、カビの発生や蒸れ予防にもなります。
ただし、冷暖房の風を直接当てるのは避けてください。

●肥料
ハイドロカルチャー専用の液体肥料、または栄養剤を春・秋の生育期に 1回ずつ水やりの代わりに規定量あたえてください。
固形タイプや培地に挿すタイプは不向きです。

●植えかえ
器の側面や表面の用土から根が確認できるようになった場合、植えかえのタイミングです。
根を傷つけないように取り出し、一回り大きな器に植えかえましょう。

●害虫
葉に白や黄、橙、茶色等の小さな虫がはり付いている場合、ハダニ、アブラムシ、カイガラムシ等の害虫の可能性があります。
発生した場合は湿らせたティッシュペーパー等で物理除去するか、市販の薬品を規定量散布しましょう。

●枯葉　～新陳代謝と病気の見分け方～
成長の過程で古い葉や枝が落ちることは、人間と同じ新陳代謝ですので、枯葉を見つけても慌てないようにしましょう。
幹や根が柔らかい場合、天頂部分の新芽が枯れている場合は成長不良や病気のケース、管理方法が誤っている可能性が考えられます。
左側ページの水、光、温度の３つの条件を見直してみましょう。

●植物が枯れる主な原因
・葉や枝が乾いてカリカリになった→水分不足
・木の幹や根から異臭がする、また柔らかくなりブヨブヨしている→水の与えすぎ
光量と温度が適切でない場合、植物が水を吸収できずに、上記の枯れ方をするときもあります。



■ 商品の色、柄は予告なく変更することがございます。
■ 輸入品多数のため、欠品することがございます。
■ 掲載商品の他に数多く取り揃えておりますので、詳しくは
　 お問い合わせください。
■ 本カタログの見本商品の高さ、形状はあくまでも目安です。
　 また、色彩も印刷のため、実際とは若干異なることがあり
　 ます。輸入品多数の為、わずかな歪みや底にへこみが見ら
　 れる場合がありますが、植物の鉢として使用上問題ありま
　 せん。多少の傷・汚れなどはご容赦ください。
■ 商品に限りがありますので品切れの場合はご容赦ください。
■ 季節によってお届けできない商品もございますのでご了承
　ください。
■ 防水処理済みの器につきましては、素材の特性および製法
　 上、一部の商品では接地面に結露が生じる場合があります。
　 ご確認の上で置き場には十分にご注意ください。

有限会社　三浦園芸
〒444-3624

愛知県岡崎市牧平町字大門 45 番地
TEL　 0564-82-2651
FAX　0564-82-3087
hp　www.miuraengei.com

商品に関するお問い合わせは、下記へ
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