
園 芸

初心者でも簡単!
プランターでも育てやすい野菜

～ナス編～

栽培から収穫まで栽培から収穫まで

●整枝・誘引
植え付け後、ナスの生長とともに
枝が込んできますので、わき芽を
摘んで整枝します。時期は、1番果
の肥大し始めのころが目安です。
1番花が咲いたら、主枝と、1番花
より下から出てきた勢いの強い2
本の側枝を残して、それ以外のわ
き芽をすべてかき取って3本仕立
てにします。

●ホルモン処理
低温条件だと1番果の受精が不完全となり、石ナスになることがあり
ます。着果を促すため、「トマトトーン」によるホルモン処理を行うと
よいでしょう。

●追肥 畑での栽培と異なり、コンテナ栽
培では水やりと同時に、土の肥料
分が外へ流れ出てしまいます。し
たがって、定期的な追肥が栽培成
功のポイントとなります。

●病害虫の防除
アブラムシ、うどんこ病には「やさお酢」を散布します。ハスモンヨト
ウやテントウムシダマシにはベニカXネクストスプレーを散布します。

●収穫
開花後20～25日の未熟果を収穫します。熟すとタネがかたくなり、肉
質も低下してボケナスとなるため、中長品種で10cmくらいから収穫
してかまいません。株の勢いが衰えてしまった時も、小さいうちに早
めに収穫するようにします。遅くなると味が落
ちてしまいます。
ナスの枝にはトゲがある品種もありますので、
軍手をはめるなどして注意して作業しましょう。
ハサミで丁寧に切り取って収穫します。
収穫後は果実の蒸散によるしおれが早いので、
新鮮なうちに食べましょう。

おすすめ!マルチングおすすめ!マルチング
土の表面をカバーすることを『マル
チング』といいます。マルチングは
冬は植物を寒さから守り、夏は土の
湿度を保ってくれるので、野菜の栽
培に欠かせないプロセス。雑草や害
虫を防ぐ効果もあります。畑ではポ

リエチレンフィルム「菜園マルチ」などを使いますが、プランタ
ー菜園では使いやすいココヤシファイバーやワラなど自然素
材のものが見た目もかわいくおすすめです。

主枝

本支柱
（長さ1m程度）

わき芽が伸びて
枝になります。 かき取ります。

8の字にしっかり
誘引します。
8の字にしっかり
誘引します。

1ヵ月に1回
1株当たり約30g

併せて
週1回の液体肥料
（水やりと一緒に）

※農薬の使用にあたっては各商品の使用上の注意をよく確認し、使用してください。

禁複製※掲載商品は予告なく変更する場合がございます。※緑の文字は、ディオで取り扱っている商品です。

園 芸
主な品種主な品種

～ナス編～
中長ナス

千両二号 賀茂ナス

長ナス

丸ナス

筑　陽

日本のナスの定番品種です。
果色は濃黒紫色でツヤが特
によく、果皮はやわらかくて
品質がよいナスです。

京都のナスの代表品種です。
皮がやわらかく、肉質が緻密
で弾力があるため、煮炊きし
ても形がくずれにくいのが特
長です。

極早生で収穫量の多い長ナ
スの代表的品種です。食味が
よく、緻密できめ細やかな肉
質は煮物のほか漬物用にも
最適です。

米ナス

水ナス

くろわし
早生で着果数が多く、揚げて
も煮てもおいしく食べられま
す。果重250～350gにもな
るジャンボ種です。ヘタは鮮
やかな緑色です。

みず茄
多汁質で果皮がやわらかく
甘みがあり、食味がよい水ナ
スです。浅漬け用の他に種々
の料理に向きます。

用意するもの用意するもの

HOW-3

初心者でも簡単!プランターでも
育てやすい野菜

植え付け植え付け

直径30cm、深さ30cmのコンテナの底に鉢底ネットを
敷き、底が見えなくなるくらいの軽石を入れます。次いで
培養土をコンテナに入れますが、この時ウォータースペ
ースを2cmくらいとるようにします。コンテナの中央に植
え穴を掘り、苗をポットから取り出して植え付けます。仮
支柱を立て、8の字に誘引し、ひもで結びます。植付け後
はたっぷりと水やりしておきます。

根を崩さず、傷めないよ
うに優しくポットから取
り出します。

深さ
30cm

直径30cm直径30cm

鉢底ネット

ウォータースペースを
2cmくらいとる

鉢底石
培養土

浅めに植えます。

接木苗とは、根が強く病気に強い植物と、
おいしい実がたくさんなる植物とをつなぎ
合わせた苗です。接木苗は高価ですが、
病害・連作障害などに強く育てやすいの
でおすすめです。また収穫期間が長く、た
くさん実を取ることができます。

●接木苗について●接木苗について

※台木から葉が茂ってくることがありますので、
　こまめに摘みとるようにしてください。

090427-7-210305※緑の文字は、ディオで取り扱っている商品です。

●深さのあるプランター
　「グロウコンテナ40型」など
●市販の培養土
　「おいしい野菜の土」など
●市販の肥料
　「マイガーデンベジフル」など
●鉢底石　●園芸用支柱　●移植ゴテ
●ハサミ　●誘引用のひも（ビニタイ） など

鉢底石は図のように台所用水
切りネットに入れて輪ゴムでし
ばっておけば、土を再利用する
ときに、培養土と分けやすいの
で便利です。ネット入りの鉢底
の石もございます。

鉢底石はネットに入れて鉢底石はネットに入れて

https://www.ayahadio.com
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住まいのことならおまかせください。
小さな修理から住まいのリフォーム・増改装まで

現金・クレジットカード・電子マネーのお支払いでもポイントがたまる

500ポイント貯まるごとにアヤハディオ・ディオハウス・ディオワールドで使える
（税抜）

無料入会費
年会費

※お買物引換券はレジにて発行します。500円プレゼント！
お買物
引換券

リフォーム
ディオ
店舗

栗東店・大津店・水口店・長浜店・堅田店・小浜店・南彦根店・瀬田店・亀岡店・守山店
八幡西ノ庄店・安曇川店・吉祥院八条店・箕面彩都店・城陽店・ディオワールド草津店・四日市店

※上記以外の店舗はリフォームカウンターを設置しておりません。

検 索検 索検 索リフォームディオ
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●追肥 畑での栽培と異なり、コンテナ栽
培では水やりと同時に、土の肥料
分が外へ流れ出てしまいます。し
たがって、定期的な追肥が栽培成
功のポイントとなります。

●病害虫の防除
アブラムシ、うどんこ病には「やさお酢」を散布します。ハスモンヨト
ウやテントウムシダマシにはベニカXネクストスプレーを散布します。

●収穫
開花後20～25日の未熟果を収穫します。熟すとタネがかたくなり、肉
質も低下してボケナスとなるため、中長品種で10cmくらいから収穫
してかまいません。株の勢いが衰えてしまった時も、小さいうちに早
めに収穫するようにします。遅くなると味が落
ちてしまいます。
ナスの枝にはトゲがある品種もありますので、
軍手をはめるなどして注意して作業しましょう。
ハサミで丁寧に切り取って収穫します。
収穫後は果実の蒸散によるしおれが早いので、
新鮮なうちに食べましょう。

おすすめ!マルチングおすすめ!マルチング
土の表面をカバーすることを『マル
チング』といいます。マルチングは
冬は植物を寒さから守り、夏は土の
湿度を保ってくれるので、野菜の栽
培に欠かせないプロセス。雑草や害
虫を防ぐ効果もあります。畑ではポ

リエチレンフィルム「菜園マルチ」などを使いますが、プランタ
ー菜園では使いやすいココヤシファイバーやワラなど自然素
材のものが見た目もかわいくおすすめです。

主枝

本支柱
（長さ1m程度）

わき芽が伸びて
枝になります。 かき取ります。

8の字にしっかり
誘引します。
8の字にしっかり
誘引します。

1ヵ月に1回
1株当たり約30g

併せて
週1回の液体肥料
（水やりと一緒に）

※農薬の使用にあたっては各商品の使用上の注意をよく確認し、使用してください。

禁複製※掲載商品は予告なく変更する場合がございます。※緑の文字は、ディオで取り扱っている商品です。

園 芸
主な品種主な品種

～ナス編～
中長ナス

千両二号 賀茂ナス

長ナス

丸ナス

筑　陽

日本のナスの定番品種です。
果色は濃黒紫色でツヤが特
によく、果皮はやわらかくて
品質がよいナスです。

京都のナスの代表品種です。
皮がやわらかく、肉質が緻密
で弾力があるため、煮炊きし
ても形がくずれにくいのが特
長です。

極早生で収穫量の多い長ナ
スの代表的品種です。食味が
よく、緻密できめ細やかな肉
質は煮物のほか漬物用にも
最適です。

米ナス

水ナス

くろわし
早生で着果数が多く、揚げて
も煮てもおいしく食べられま
す。果重250～350gにもな
るジャンボ種です。ヘタは鮮
やかな緑色です。

みず茄
多汁質で果皮がやわらかく
甘みがあり、食味がよい水ナ
スです。浅漬け用の他に種々
の料理に向きます。

用意するもの用意するもの

HOW-3

初心者でも簡単!プランターでも
育てやすい野菜

植え付け植え付け

直径30cm、深さ30cmのコンテナの底に鉢底ネットを
敷き、底が見えなくなるくらいの軽石を入れます。次いで
培養土をコンテナに入れますが、この時ウォータースペ
ースを2cmくらいとるようにします。コンテナの中央に植
え穴を掘り、苗をポットから取り出して植え付けます。仮
支柱を立て、8の字に誘引し、ひもで結びます。植付け後
はたっぷりと水やりしておきます。

根を崩さず、傷めないよ
うに優しくポットから取
り出します。

深さ
30cm

直径30cm直径30cm

鉢底ネット

ウォータースペースを
2cmくらいとる

鉢底石
培養土

浅めに植えます。

接木苗とは、根が強く病気に強い植物と、
おいしい実がたくさんなる植物とをつなぎ
合わせた苗です。接木苗は高価ですが、
病害・連作障害などに強く育てやすいの
でおすすめです。また収穫期間が長く、た
くさん実を取ることができます。

●接木苗について●接木苗について

※台木から葉が茂ってくることがありますので、
　こまめに摘みとるようにしてください。

090427-7-210305※緑の文字は、ディオで取り扱っている商品です。

●深さのあるプランター
　「グロウコンテナ40型」など
●市販の培養土
　「おいしい野菜の土」など
●市販の肥料
　「マイガーデンベジフル」など
●鉢底石　●園芸用支柱　●移植ゴテ
●ハサミ　●誘引用のひも（ビニタイ） など

鉢底石は図のように台所用水
切りネットに入れて輪ゴムでし
ばっておけば、土を再利用する
ときに、培養土と分けやすいの
で便利です。ネット入りの鉢底
の石もございます。

鉢底石はネットに入れて鉢底石はネットに入れて

https://www.ayahadio.com


