
           関東農産園芸培土一覧表 ☆培土の使用量はあくまでも目安です。ポット等への詰め方によって異なります。☆

たねまき培土
よかった根N=100

たねまき培土
よかった根N=150

たねまき培土
よかった根N=200

鉢上培土
よかった根

ねぎ専用培土
よかった根

3Gソイル 有機園芸培土 いちご培土

kg 約15kg 約15kg 約15kg 約15kg 約15kg 約23kg 約18kg 約20kg

リットル 35 35 35 30 30 26 30 30

％ 約38% 約38% 約38% 約38% 約38% 約40% 約40% 約38%

(g/ml) 約0.4 約0.4 約0.4 約0.5 約0.5 約0.8 約0.6 約0.7

6～7 6～7 6～7 6～7 6～7 6～7 6～7 6～7

mS/cm 0.6以下 0.6以下 0.6以下 0.8以下 1.2以下 1.2-1.6 0.6以下 0.5以下

mg/L 100 150 200 200 600 300 200 20

mg/L 1500 1500 1500 2000 4000 2500 1200 2000

mg/L 150 150 150 150 300 270 150 150

ピートモス・バーミキュライ
ト・赤玉土・ゼオライト

ピートモス・バーミキュライ
ト・赤玉土・ゼオライト

ピートモス・バーミキュライ
ト・赤玉土・ゼオライト

赤玉土・ピートモス・バーミ
キュライト・ゼオライト

赤玉土・ピートモス・バーミ
キュライト・腐植質

赤玉土・腐植質・バーミキュ
ライト

ピートモス・バーミキュライ
ト・赤玉土・ゼオライト

赤玉土・ピートモス・バーミ
キュライト・腐植質

たねまき培土
よかった根N=100

たねまき培土
よかった根N=150

たねまき培土
よかった根N=200

鉢上培土
よかった根

ねぎ専用培土
よかった根

3Gソイル 有機園芸培土 いちご培土

園芸育苗箱51型 47*32*9cm 約10L 約3.5箱 約3.5箱 約3.5箱 約3箱 - 約2.5箱 約3箱 -

セルトレイ 128穴 約3.0L 約11枚 約11枚 約11枚 約10枚 約10枚 約8枚 約10枚 -

セルトレイ 200穴 約2.8L 約12枚 約12枚 約12枚 約10枚 約10枚 約9枚 約10枚 -

セルトレイ 288穴 約2.6L 約13枚 約13枚 約13枚 約11枚 - 約10枚 約11枚 -

連結ポット 25穴 約2.5L 約13枚 約13枚 約13枚 約11枚 - 約10枚 約11枚 -

連結ポット 36穴 約2.0L 約17枚 約17枚 約17枚 約14枚 - 約13枚 約14枚 -

連結ポット 49穴 約1.5L 約22枚 約22枚 約22枚 約20枚 - 約17枚 約20枚 -

ペーパーポット 220穴 約5.5L 約6枚 約6枚 約6枚 約5枚 約5枚 約4.5枚 約5枚 -

ペーパーポット 72穴 約9.0L 約3.5枚 約3.5枚 約3.5枚 約3枚 約3枚 約2.5枚 約3枚 -

2.5号ポット 直径7.5cm 約0.2L - - - 約150鉢 - 約130鉢 約150鉢 約150鉢

3号ポット 直径9cm 約0.3L - - - 約100鉢 - 約85鉢 約100鉢 約100鉢

3.5号ポット 直径10.5cm 約0.5L - - - 約60鉢 - 約50鉢 約60鉢 約60鉢

4号ポット 直径12cm 約0.7L - - - 約40鉢 - 約35鉢 約40鉢 約40鉢

4.5号ポット 直径13.5cm 約1.0L - - - 約30鉢 - 約25鉢 約30鉢 約30鉢

チェーンポット CP303/264穴 約5.5L - - - 約5冊 約5冊 約4.5冊 約5冊 -

作物や育苗期間に応じて必
要な場合は追肥してください

作物や育苗期間に応じて必
要な場合追肥してください

作物や育苗期間に応じて必
要な場合追肥してください

作物や育苗期間に応じて必
要な場合追肥してください

育苗期間が長いものでは必
要に応じて追肥してください

作物や育苗期間に応じて必
要な場合追肥してください

有機JAS規格別表1の基準
を満たす資材のみで製造

作物や育苗期間に応じて必
要な場合追肥してください

※1容量(充填時）は製造時の充填容量であり、輸送や保管等によって縮む場合がございます。ご使用時に軽くほぐしていただくと容積が復元します。

使用量の目安（培土1袋当り）

特記事項

pH(H2O）

EC

チッソ

リン酸

加里

主な原材料

仮比重

品名

製 品 画 像

重量

容量(充填時）※1

水分


