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カタログ有効期間

6水　 844 月　

除草剤で雑草を根こそぎ退治！
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春先の雑草退治に！1番良いタイミングです
（夏草の発生も予防できます）

秋の雑草退治に！
（翌春の雑草発生も少なくなります）

伸びた雑草に！雑草の生育期がまき時です！
（スポット散布にも使いやすい）（スポット散布にも使いやすい）

８００ｇ

1,680円1,680円
（税込1,814円）（税込1,814円）

JAN:4573330684449JAN:4573330684449

ネコソギ粒剤ネコソギ粒剤
散布後約6ヶ月除草効果が持続します
800gタイプは撒きやすい散粒ヘッド付です
散布後約6ヶ月除草効果が持続します
800gタイプは撒きやすい散粒ヘッド付です

高麗芝に生えるイネ科の雑草にも
効果があります
高麗芝に生えるイネ科の雑草にも
効果があります

３ｋｇ

3,780円3,780円
（税込4,082円）（税込4,082円）

JAN:4573330684463JAN:4573330684463

3種類の有効成分で気候や土壌成分に左右され
にくく効果的に雑草を枯らします
3種類の有効成分で気候や土壌成分に左右され
にくく効果的に雑草を枯らします

900g

980円980円
（税込1,058円）（税込1,058円）

JAN:4975292603320JAN:4975292603320

2.8kg

2,480円2,480円
（税込2,678円）（税込2,678円）

JAN:4975292603337JAN:4975292603337

根まで枯らす！除草剤根まで枯らす！除草剤

2～14日で枯れ始め、スギナも根まで枯らします2～14日で枯れ始め、スギナも根まで枯らします

2ℓ

798円798円
（税込861円）（税込861円）

JAN:4975292602972JAN:4975292602972

4.5ℓ

1,280円1,280円
（税込1,382円）（税込1,382円）

JAN:4975292602637JAN:4975292602637

根まで枯らす！
シャワー除草剤
根まで枯らす！
シャワー除草剤

液剤なので早く効き、さらに約3～6ヶ月
効果が持続します
液剤なので早く効き、さらに約3～6ヶ月
効果が持続します

2ℓ

1,480円1,480円
（税込1,598円）（税込1,598円）

JAN:4573330685446JAN:4573330685446

4.5ℓ

2,780円2,780円
（税込3,002円）（税込3,002円）

JAN:4573330685453JAN:4573330685453

根まで枯らし
なが～く効く除草剤
根まで枯らし
なが～く効く除草剤

日産化学工業日産化学工業

翌日には枯れ始める
速効タイプ
翌日には枯れ始める
速効タイプ

2ℓ

1,680円1,680円
（税込1,814円）（税込1,814円）

JAN:4957919634979JAN:4957919634979

4.5ℓ

2,980円2,980円
（税込3,218円）（税込3,218円）

JAN:4957919637017JAN:4957919637017

ラウンドアップ
マックスロードＡＬⅡ
ラウンドアップ
マックスロードＡＬⅡ

レインボー薬品レインボー薬品

芝用除草剤芝用除草剤
2ℓ

（税込1,382円）（税込1,382円）

（税込1,922円）（税込1,922円）

クローバーやスギナなどの多年生
広葉雑草にも効果を発揮します 
クローバーやスギナなどの多年生
広葉雑草にも効果を発揮します 

900g

1,280円1,280円
JAN:4903471309145JAN:4903471309145

1.3kg

1,780円1,780円
JAN:4903471309152JAN:4903471309152

シバキープⅡ
粒剤
シバキープⅡ
粒剤

（税込2,894円）（税込2,894円）

除草・予防・肥料の3つの効果で
芝生をきれいに育てます
除草・予防・肥料の3つの効果で
芝生をきれいに育てます

2kg
2,680円2,680円
JAN:4903471309442JAN:4903471309442シバキープ

プラスα
シバキープ
プラスα

（税込1,274円）（税込1,274円）

芝生の中のスギナやブタクサなどを
枯らします
芝生の中のスギナやブタクサなどを
枯らします

1,180円1,180円
JAN:4903471309039JAN:4903471309039

シバキープＡＬシバキープＡＬ

3ℓ （税込1,980円）（税込1,980円）
1,834円1,834円
JAN:4903471100131JAN:4903471100131シバキープ

エースシャワー
シバキープ
エースシャワー

芝生用除草剤 芝生に生える雑草の除草には専用の除草剤が便利です

除草剤を使い分けて効果的な除草を!

雑草対策雑草対策カタログカタログ



348円348円
（税込375円）（税込375円）

JAN:4582319259806JAN:4582319259806
１０本入１０本入１５ｃｍ１５ｃｍ

シート押さえ
プラピン
シート押さえ
プラピン

20ｃｍ20ｃｍ

シート押さえ
セット
シート押さえ
セット

398円398円
（税込429円）（税込429円）

JAN:4582319259776JAN:4582319259776
Ｕピン １０組Ｕピン １０組

398円398円
（税込429円）（税込429円）

JAN:4573330626692JAN:4573330626692
大頭釘 １０組大頭釘 １０組

シート押さえ
セット
シート押さえ
セット

10ｍ10ｍ

刈払機アクセサリー

押えピン
（強化プラスチック）

あぜ・畑の畝間

家・花壇周り
駐車場・空地

特徴 やわらかい土に
打ち易く、抜けにくい

押えピン
（鉄製コの字型）

あぜ・畑の畝間

家・花壇周り
駐車場・空地

庭周り等のやや固い
土にも打ち込める特徴

押え釘
（鉄製クギ型）

あぜ・畑の畝間

家・花壇周り
駐車場・空地

固い土に打ち込める
やわらかい土は抜けやすい特徴

■

雑草ガード 雑草ガードは畑の雑草予防はもちろん、
田畑やハウス周りの除草に休耕地や空き地管理にも適します
雑草ガードは畑の雑草予防はもちろん、
田畑やハウス周りの除草に休耕地や空き地管理にも適します

刈払機 本格仕様からお庭の手入れなどのお手軽仕様まで
幅広くラインアップ
本格仕様からお庭の手入れなどのお手軽仕様まで
幅広くラインアップ

■店舗によっては取り扱いのない商品もございます。その場合はお取り寄せさせていただきます。 

カタログ有効期間：2018年4月4日（水）～8月6日（月）まで

■商品によって型番が異なる場合がございます。　■色は撮影・印刷インキ等のため、多少異なって見えることがございます。
■品切れの際はご容赦ください。 ■掲載商品の仕様は予告無く変更になる場合がございます。 
■売り出し等により価格が変更になる場合がございます。　■使用例写真の小物は価格には含まれません。　 
■当店では、電話による注文は承っておりません。ご容赦ください。　■表示価格は｢本体価格｣と｢税込価格｣を併記しております。

使用年数約３年 使用年数約5年 使用年数約7年

980円980円
（税込1,058円）（税込1,058円）

JAN:4582319228109JAN:4582319228109

丈夫で長持ち
雑草ガード
丈夫で長持ち
雑草ガード

（約）１×１０ｍ（約）１×１０ｍ

3,980円3,980円
（税込4,298円）（税込4,298円）

JAN:4582319228123JAN:4582319228123
（約）１×５０ｍ（約）１×５０ｍ

広範囲にわたり雑草をガード広範囲にわたり雑草をガード

1,480円1,480円
（税込1,598円）（税込1,598円）

JAN:4582319228178JAN:4582319228178
（約）１×１０ｍ（約）１×１０ｍ

5,980円5,980円
（税込6,458円）（税込6,458円）

JAN:4582319228185JAN:4582319228185
（約）１×5０ｍ（約）１×5０ｍ

丈夫で長持ち
雑草タフ
丈夫で長持ち
雑草タフ

2,480円2,480円
（税込2,678円）（税込2,678円）

JAN:4573330633027JAN:4573330633027
（約）１×１０ｍ（約）１×１０ｍ

9,800円9,800円
（税込10,584円）（税込10,584円）

JAN:4573330633034JAN:4573330633034
（約）１×５０ｍ（約）１×５０ｍ

雑草ガード
不織布タイプ
雑草ガード
不織布タイプ

ＥＧＴ２２０ＥＧＴ２２０

14,800円14,800円
（税込15,984円）（税込15,984円）

JAN:4934110110822JAN:4934110110822

２１．２ｃｃ
重量：4.6kg

自宅回りや菜園の草刈に自宅回りや菜園の草刈に

やまびこやまびこ
刈払機刈払機

ＥＧＴ２４０ＤＸＥＧＴ２４０ＤＸ

19,800円19,800円
（税込21,384円）（税込21,384円）

JAN:4934110110853JAN:4934110110853

23.6ｃｃ
重量：4.6kg

幅広い作業に使える軽さとパワー幅広い作業に使える軽さとパワー

やまびこやまびこ
刈払機刈払機

ＭＵＲ１４４ＵＤＲＦＭＵＲ１４４ＵＤＲＦ

31,800円31,800円
（税込34,344円）（税込34,344円）

JAN:0088381833790JAN:0088381833790

重量：約3.2kg
14.4Ｖリチウムイオン電池
充電時間約２２分
連続作業時間
高速約３０分
低速約８５分

軽量で使いやすくパワフルです軽量で使いやすくパワフルです

充電式草刈機充電式草刈機

エンジン式 エンジン式

充 電 式

充 電 式電 気 式

14,800円14,800円
（税込15,984円）（税込15,984円）

JAN:4573330664182JAN:4573330664182
充電２ＷＡＹグラストリマ充電２ＷＡＹグラストリマ２ＷＡＹグラストリマ２ＷＡＹグラストリマ

7,980円7,980円
（税込8,618円）（税込8,618円）

JAN:4573330619892JAN:4573330619892

各998円各998円
（税込各1,077円）（税込各1,077円）

JAN:4582319222985JAN:4582319222985
JAN:4582319222992JAN:4582319222992

草刈チップソー２枚組草刈チップソー２枚組

各1,980円各1,980円
（税込各2,138円）（税込各2,138円）

JAN:4582319223005JAN:4582319223005２３０ｍｍ２３０ｍｍ

JAN:4573330619908JAN:4573330619908

JAN:4582319223012JAN:4582319223012２５５ｍｍ２５５ｍｍ

草刈チップソー２枚組
ジャンボ
草刈チップソー２枚組
ジャンボ

延長コード延長コード

980円980円
（税込1,058円）（税込1,058円）

２３０ｍｍ２３０ｍｍ
２５５ｍｍ２５５ｍｍ

シート押え用器具の種類と特徴


