
『トモエシリーズ』

① 有機肥料のようにおだやかに効きはじめ、長期間効きます。

② 作物への吸収効率がよく、無駄が少なく効率的です。

③ カルシウム・イオウを豊富に含み、作物が丈夫に育ちます。

④ 作物の生育を活発化させるオリゴイミノアミンを含みます。

⑤ 「地球にやさしい、環境保全型肥料」としてお使い頂けます。

『オルガニンシリーズ』

① 有機と無機の複合体を形成し、大きな相乗効果があります。

② 有機腐植１０%！→完熟堆肥３０ｋ ｇ分の優れた地力増進効果があります。

③ キレート効果（有機でリン酸をサンドイッチ）で吸収力がアップします。

④ 早効性と緩効性の両方の特質があり、すばやく・おだやかに効きます。

⑤ 「土と植物にやさしい腐植有機の肥料」です！

『ヒミコ(肥実効)シリーズ』

① 新緩効物質（GOD）により長期間（ 80日～150日）肥効が続きます。

② 有機腐植入り→完熟堆肥２０ｋ ｇ分の優れた地力増進効果があります。

③ 肥料切れが少なくおだやかに効くので、高品質の作物生産が可能です。

④ 早効き・中効き・遅効き・緩効性の４段階に分かれて効きます。

⑤ 硝酸化抑制効果により、環境保全型肥料として地下水等の汚れを防ぎます。

低度トモエ肥料
トモエ３号 5-8-5 コシヒカリ他 スイカ等
トモエ７号 3-11-8 新羽二重糯他 黒大豆用
トモエ特８号 6-7-7 キヌヒカリ・ヒノヒカリ・祭り晴
トモエ１２号 8-7-5 菜葉類・イモ類･花き類・茶
トモエ１０号 10-6-5 水稲飯米用穂肥・ネギ用

高度トモエ肥料
高度トモエ262 12-16-12 水稲 一般元肥
高度トモエG2 12-16-13 田植え機側条用
いなほ特号 10-15-13 水稲 苦土入り穂肥
高度トモエ580 15-8-10 水稲用穂肥
ネオダッシュ 12-8-12 野菜 速効性+緩効性

オルガニン2号 7-7-7 春・夏野菜用 元肥・追肥

オルガニン8号 8-8-8 有機栽培用・芝生用

オルガニン10号 10-７-４ 秋・冬野菜用 元肥・追肥

オルガニンピカソ特号 15-10-13 硝酸化抑制肥料

２２２-10号 12(4.1)-12-12 100日～120日タイプ

２２２-15号 12(4.7)-12-12 120日～150日タイプ

４７７-15号 14(4.7)-７-７ Ｌ型120～150日タイプ

一輝米進 12(4.1)-18-12 水稲元肥一発肥料

野菜百撰 12(4.1)-10-10 畑用元肥中心 ﾎｳ素+ﾏﾝｶﾞﾝ入

(GOD) (GOD)

（緩効持続性・機能性肥料）

（有機腐植入り肥料）

（ノンコーティング 有機肥効調節型肥料）
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『ミネラル肥料シリーズ』

◎水稲＝美味しいお米・倒れにくい稲・収量ｱｯﾌ ﾟ ・秋落ち防止。

◎野菜＝美味しくて健康な野菜になります。

◎果樹＝甘い果実・糖度UPになります。

◎花き ＝鮮やかな色上がり・丈夫な茎。

サンメイト・ハイエース

ＵＰリンサン
リン酸と苦土の相乗効果により、根張りと光合成を活発にし悪天候でも順調に生育します

→ 細胞分裂を活発にし、細胞の数を増やしてがっちりした生育になります。

スーパーハイエース
リン酸の吸収量アップ +光合成を促進します。→稲の初期生育向上

苦土吸収量アップで根張りが良くなります。→登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

＊元肥4袋/10ａ＊調整肥(出穂35日前)2袋/10ａ＊味付肥(出穂10日前)1袋/10ａ

＊元肥 ５～７袋/10ａ ＊追肥 ２袋/10ａ×15日毎
＊収穫１ヶ月前 ５袋/10ａ

＊調整肥 ４袋/10ａ

＊水稲元肥 ４袋/10a ＊調整肥（出穂３５日前） ２袋/10a

＊水稲元肥＝２袋/10a ＊野菜元肥＝4～7袋/10a ＊果樹春肥＝3～6袋/10a

（Ｐ-７％（内水溶性リン酸4.5%）+Ｍｇ-８％（内水溶性苦土7%）肥料

（く溶性リン酸-15.5%（内水溶性５%） + マグネシウム-３% + カルシウム）

（水溶性総合ミネラル肥料）Ｍｇ15% ｹｲ酸18% ｲｵｳ13% 鉄3% ﾎｳ素0.45%他

ハーベスト
酸性土壌の改良→作物の生育向上 有機物の分解→土壌の健全化

苦土の補給→登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

＊水田→畑作 7～10袋/10a ＊畑作連作 ５袋/10a

苦土生石灰（アルカリ-100％ Ｍｇ-30％+Ｃａ）粒状肥料

炭酸苦土石灰 苦土石灰（アルカリ-55％ Ｍｇ-17％+Ｃａ）粉状肥料

酸性土壌の改良→作物の生育向上 有機物の分解→土壌の健全化

苦土の補給→登熟歩合アップ・収穫量アップ・食味向上

＊畑作連作 ５～１０袋/10a

『米の匠シリーズ』
（母肥にトモエ化成を使用した肥効安定型一発肥料）

米の匠110号 18-15-11 米の匠130号 18-11-8

① 母肥にトモエ化成を使用していますので、安定した肥効が望めます。

② コーティング尿素を適量配合していますので、追肥の必要がありません。

た く み



『ときわ有機シリーズ』

やまぶき有機肥料20kg ・こめこめ有機20kg

①有機腐植を完熟堆肥（５％）の１０倍（５０％）含みます。

②有機腐植は３年に亘って効き、有効微生物を増やし、自らも栄養源となります。

③やまぶき有機・コメコメ有機には、約 ﾁｯｿ3％ ﾘ ﾝ酸3 . 7％ ｶﾘ 0 . 5％の肥料分があります。

④ｹｲ酸11% ・石灰5% ・苦土1% ・ﾌﾐﾝ酸6%やﾎｳ素・ﾏﾝｶ ﾞ ﾝ ・鉄・亜鉛等を豊富に含みます。

⑤作物の根に優しく（ｐ H7 ）、元肥使用のほか定植時に使うと活着はバツグンです！

ビオールライト20kg
ビオールライトは有機腐植とリン酸・石灰・苦土・ケイ酸・トモライトの相乗効果で、土壌の

微生物性、化学性、物理性を改善します。塩類集積を軽減し土を若がえらせ、連作障害を

改善します。

ソミックス15ｋｇ ・シバックス15ｋｇ

ソミックスはｐ H5 . 0の酸性態有機で、ハウス等ｐ Hの上がった土壌の状態を改善し、作物を

健全にします。ネギ栽培や好酸性作物の芝・茶の有機質として最適です。

バイオフミン15ｋｇ

バイオフミンはﾘｸﾞﾆﾝ分解菌等の強力な力で生ワラや畑の野菜クズを腐植化します。

エコロフミン15ｋｇ

エコロフミンは有益線虫を増やし、土壌病害や線虫害を軽減します。

ベジプロ20ｋｇ
ベジプロは有機１００％で有機JAS栽培に適合します

ハイユーキ１号20ｋｇ

苗ダッシュ100(肥効20日）-40㍑ 苗ダッシュ300(肥効40日)-40㍑

苗ダッシュネギ専用(肥効60日) - 30㍑
苗ダッシュは、他の育苗培土と違い苗の根量を増やします。

＊100＝セル・播種用 ＊300＝仮植床用 ＊ネギ専用

（有機100％肥料） 6-4-0.5 菜種・大豆粕＋米ぬか＋魚骨粉＋ﾌｪｻﾞｰﾐｰﾙ

（有機60%肥料） 5（有機態3）-5-5 乾燥菌体+無機成分

ハイユーキはバイオ有機（乾燥菌体）を含有するペレットタイプのロング肥料です。

＊ハウス15～20袋/10a ＊露地10～20袋/10a ＊長期栽培30～50袋/10a

＊通常田3袋/10a ＊砂状田5袋/10a ＊元肥一発栽培5～7袋/10a ＊老朽田10袋/10a

＊ハウス30袋/10a ＊露地20袋/10a ＊老朽畑40袋/10a

＊ハウス30～50袋/10a ＊ネギ20袋/10a ＊茶30袋/10a ＊芝200ｇ/㎡

＊稲刈り後２袋/10a ＊春先使用３袋/10a ＊野菜クズ類すきこみ時５～７袋/10a

＊ハウス20～30袋/10a ＊露地・果樹・茶・花15～25袋/10a

（有益線虫増殖材）

（腐植化促進材）

（酸性態有機） （芝用ソミックス）

（有機質多機能資材）

（完熟堆肥） （水稲用やまぶき有機）



（酸素（H Ｏ ）入り液体肥料）

『液体肥料シリーズ』

リーフゲン１号

糖・アミノ酸・各種ビタミン・核酸などを豊富に含んだ葉面散布液体肥料です。

NＰＫ以外に苦土・ ﾏﾝｶ ﾞ ﾝ ・ﾎｳ素・鉄・ﾓ ﾘ ﾌ ﾞ ﾃ ﾞ ﾝ ・亜鉛・銅・ ｶﾙｼｳﾑ・糖・ｱﾐﾉ酸・展着剤入り

サンソーネ

根に酸素を与え、三要素との相乗効果により、生育に適した肥効を示します。

根グサレ防止、根の活性化、根圏微生物の繁殖等に役立ちます。

ＥＣ値が低く、５０倍以上の希釈で肥料焼けはおきません。

2

サンボ

アミノ酸・核酸・各種ビタミンを豊富に含み、美味しい作物の安定・多収に貢献します。

（コラーゲン入り有機液体肥料）

（総合微量要素・有機エキス入り葉面散布剤） Ｎ-Ｐ-Ｋ ３-３-３

2

１号（生育促進・樹勢促進）Ｎ-Ｐ-Ｋ＝8-4-4 ２号（着果肥大促進・樹勢維持）Ｎ-Ｐ-Ｋ＝5-5-5

３号（ツルぼけ抑制・軟弱徒長抑制・花芽分化促進・貯蔵養分の充実促進）Ｎ-Ｐ-Ｋ＝0-8-8

Ｎ-Ｐ-Ｋ＝１号：12-5-8 ２号：8-5-6 ３号：4-7-6

希釈倍率 ３００倍 作物に直接かかる時は５００倍以上希釈

希釈倍率 ５０～３００倍

希釈倍率 ４００～６００倍 農薬との混用時は８００～１０００倍希釈

『作物活力剤シリーズ』

腐植酸の効果により発根を促進します。

水稲育苗・野菜苗・イチゴに1000倍液を潅中

液状ケアグーリン026号 Ｎ-Ｐ-Ｋ＝0-2-6 腐植酸３．５

マグファイン （爽健美肥 マグネシウム液肥）

サンメイトの液肥。流し込みが出来ます。

苦土の効果により美味しいお米・甘く美味しい野菜が出来ます。

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ１０％ ﾏﾝｶﾞﾝ0.1％ ホウ素0.2％

希釈倍率 ３００倍 作物に直接かかる時５００倍以上

ケアグリーン （植物根活性効果材）

含有アミノ酸（一部抜粋）の分析例とその効果

プロリン2 . 0 8％→優勢花、着果促進 グルタミン酸4 . 7 1％→抗菌、耐寒性向上

アスパラギン酸 1 . 6 8％→生長促進、旨み アルギニン1 . 5％→ダニ予防

リジン0 . 7 1％→いもち病・カビ系の耐性 ロイシン0 . 6 8％→着色推進

メチオニン0 . 1 7％→成熟促進

Ｎ-Ｐ-Ｋ＝5-0.1-0.5 高濃度アミノ酸２０種類

葉 友 （高濃度アミノ酸 葉面散布材）


