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概　要
グリンガード®・NEOはマツ材線虫病の感染を防ぐ予防剤

である。
マツ枯れの原因となるマツ材線虫病は感染したマツを高い

割合で枯らしてしまう病気であり、それだけに樹幹注入剤に
は確かな効果が求められる。本製品は公的試験や豊富なデー
タによって、その有効性・安全性が証明された製品である。
・農林水産省登録：第22028号

特　長
１．卓越した7年の防除効果

樹体内の安定性に優れているため、高い防除効果を長時間
維持できる。有効成分であるモランテルが線虫の移動・増
殖を抑制。

２．水に溶けやすい
薬剤が枝先まで十分に分散するためには、水によく溶ける
ことが必要だといわれている。酒石酸モランテルは水によ
く溶けるため、樹体への吸収、各部への分散が優れ、常に
高い防除効果を発揮する。

３．人にも環境にも優しい「普通物」である
「普通物」とは毒劇物に該当しないものを指す通称。農薬
の中でも特に毒性の強いものは「毒物及び劇物取締法」に
より「毒物」「劇物」「特定毒物」に指定され、取り扱い等
において規制を受けるが、本製品はそれらの規制を受けな
い。

４．水産動植物への影響が少ない
水産動植物（魚類・甲殻類・藻類）には、農薬ごとに「水
産動植物への影響に係る使用上の注意事項」 として評価さ
れているが、本製品は、「水産動植物への影響に係る使用
上の注意事項は該当がない」となり、水産動植物に対する
影響は少ないとされている。よって、海岸林や湖沼近くの
マツにも安心して使用できる。

５．フォロー体制
樹体内薬剤濃度検査サービスによる充実したフォローアッ
プ体制で、より確実な防除効果を発揮する。

製品仕様
●製品概要

・農薬の種類：酒石酸モランテル液剤
・物理化学的性状：黄色水溶性液体

●有効成分および含有量
・成分：酒石酸モランテル…20.0％「トランス-1、4、5、

6-テトラヒドロ-1-メチル-2-［2-（3-メチル-2-チエニル）
ビニル］ピリミジン酒石酸塩」

・その他の成分：水・有機溶剤等…80.0%
●効果持続期間：７年
●適用病害虫

・作物名：マツ（生立木）
・適用病害虫名：マツノザイセンチュウ

施　工
●使用時期

●薬剤使用量

●施工方法

肥料・農薬

松枯れ防止樹幹注入剤
グリンガード®・NEO

株式会社ニッソーグリーン
〒110-0005　�東京都台東区上野3-1-2
TEL �03-5816-4351　FAX�03-5816-4355
URL �http://www.ns-green.com

自然圧と加圧、施工状況にあわせて2つの注入方法が選べる。

加 圧自然圧

胸高直径（樹幹部） 使用本数
10～15cm 1 本
15～20cm 1.5 本
20～25cm 2～3 本
25～30cm 3～4 本
30～35cm 4～5 本
35～40cm 5～6 本

40cm以上は直径5cm増すごとに45～135mL（0.5～1.5本）を順次増量。

注意：マツノマダラカミキリ成虫発生時期は、地域やその年の気象状況により異なる。

樹幹注入実施時期
東 北

11月 1月 3月 5月 7月12月 2月 4月 6月 8月

沖 縄

関東～九州

カミキリ成虫発生・後食

使用時期 　　　　　　　　　マツノマダラカミキリ成虫発生3カ月前まで　
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ハイコントロール各種 グリーンパイル（左）・ウッドエース（右）

【ハイコントロール】
 ・各種溶出タイプがあるので施肥時期、希望肥効期間、適応

分野等を考慮して最も適したタイプを選択できる。
 ・濃度障害がなく、一度にまとめて多量施肥しても安全で、

追肥回数を減らすことができる。
 ・肥料養分が徐々に溶出するため、肥効期間も長く、植物の

養分利用効率が向上する。従って、潅水の多い施設栽培に
も最適である。

 ・養分の溶出は土壌条件（pH・容水量）や土壌の種類によっ
て左右されないので、どのような土壌でも理想通り肥料を
効かせることができる。

 ・チッソだけでなくカリも緩効化しているので、一般的に土
壌中の塩分濃度を高めたり、カリの贅沢吸収を促進したり
して苦土欠乏症を出す原因にならない。

 ・どんな肥料や用土と混合しても安定した効き方をする。

●銘柄一覧

【グリーンパイル】
 ・グリーンパイルは、樹木の生育に欠くことのできないチッ

ソ、リン酸、カリを多く含んでおり、しかも含有成分率が
樹木に理想的である。

 ・打ち込むだけで肥料養分が地中深く浸透。作業効率が高 
まる。

 ・特殊な紙管に肥料を充填しているので、肥料養分が直接根
に触れず、樹木、土壌を痛めることがない。なお、新植・
移植時は、根穴の外側に打ち込む。

●銘柄一覧

【ウッドエース】
 ・樹木の健全な成長と、樹勢維持に緑化木専用IB肥料。
 ・肥やけの心配が少なく、大粒のため肥効が約２～３年維持。

●銘柄一覧

商F–58／土木資材／公園資材

リン酸高の山型銘柄。
微量要素として苦土の
ほかマンガン・ホウ素・
鉄・銅・亜鉛・モリブ
デンを含む。
粒径：2.8 ～ 4.2㎜

チッソ高のL型銘柄。
超長期間肥効を示す
700タイプ。
粒径：2.8 ～ 4.2㎜

カルシウムは吸いやす
い。硝酸石灰の型で含
まれている。
粒径：2.4 ～ 3.5㎜

微量要素として苦土の
ほかマンガン・ホウ素・
鉄・銅・亜鉛・モリブ
デンを含む。マイクロ
サイズ（微粒）。
粒径：1.0 ～ 1.5㎜

法面緑化（草本
類）・芝草、森林、
緑化樹・観葉植
物類

法面緑化（木本
類）、花 き 類・
花木類

花き類・野菜類

園芸培土混合に
適す

ハイコントロール
650

銘　柄 タイプ 成分（％） 適用分野 備　考

16－5－10

100
180
360
700

10－18－15
＋

総合微量要素

10－10－10
＋
10

（カルシウム）

12－8－10
＋

総合微量要素

70
100
180
360

70
100
140

70
100

ハイコントロール
085

ハイコントロール
オール10

ハイコントロール
マイクロ280

土壌が比較的やわらか
い場所。中高木

棒状
内径3㎝×
長さ30㎝×
重量300g

グリーンパイル
（業務用）ラージ

銘　柄 荷姿成分（％） 形状 使い分け

17－10－10 50本
／箱

土壌が固い場所。植生
層の浅い所。
低木～中高木

棒状
内径3㎝×
長さ20㎝×
重量180g

グリーンパイル
（業務用）ミニ 17－10－10 75本

／箱

低、中木

棒状
内径2㎝×
長さ25㎝×
重量100g

グリーンパイル
（業務用）スモール 17－10－10 70本

／箱

豆炭状
約960個／袋
約15.6g ／個

ウッドエース1号

銘　柄 荷姿成分（％） 形状 使い分け

23－2－0－0
（内IB：23）

15㎏
／紙袋

樹木専用。チッソは全
量緩効性のIBチッソで
長期肥効（約2～3年）

豆炭状
約840個／袋
約17.9g ／個

ウッドエース４号 12－6－6－2
（内IB：12）

15㎏
／紙袋

樹木専用。チッソは全
量緩効性のIBチッソで
長期肥効（約2～2.5
年）、カリも緩効性カ
リを使用

肥料・農薬

緩効性肥料

ジェイカムアグリ株式会社
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-6-6
TEL 03-5297-8920　FAX 03-5297-8908
URL http://www.jcam-agri.co.jp
［資料請求先］グリーンビジネス部
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