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ピークファイブ - 野菜種 - e-種や｜野菜種、花種と苗の三重興農社

e-種やは国内最大級の野菜種・花種・苗・農業資材の販売サイトです
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トップ ＞ 特集 ＞ ピークファイブ

葉茎類
根菜類
果菜類
台木
豆類
芋類
中国野菜

オクラは、夏バテ防止に効果があるビタミン、ミネラル、カルシウムなどのほか、消化を助ける働きがある、粘り成分のムチンや

有機種子

生食、ボイル、炒め物、天ぷら等、様々な調理法で食べることができ、需要が高まっています。

ペクチンを豊富に含む健康野菜です。

ベビーリーフ
世界の野菜
ハーブ
スプラウト

オクラはアオイ科の植物で東北アフリカ原産です。暑さには強い反面、10℃以下ではほとんど生育し
ません。 一般地・暖地の露地マルチ栽培では、晩霜の心配が少ない
4月下旬頃から播種を行います。トンネルマルチ・ハウスマルチ栽培では、露地栽培の
1ヵ月前を目安に3月下旬頃からの播種とします。その際、霜には十分注意が必要です。

にんにく
きのこ菌
緑肥・牧草
その他種子
花の種

施肥、畑作り

野菜（苗）

元肥は土質や気候条件によって異なりますが、10aあたり窒素8～12kg、リン酸12～15kg、カリ8～12kgが目安です。オクラは吸肥力が強く生

資材

ベッド幅70～80cm、通路幅最低1m、条間45cm×株間15cmの2条まき、1穴4～5粒まき3本仕立て（約22,000本/10a）の密植栽培が可能で

青果・出荷用資材

育も旺盛で、元肥が多すぎると過繁茂となり、低節位の着果不良の原因となります。
す。

土

播種、育苗、定植

肥料

硬実種子であるため、発芽を促すために播種前日にネットなどに種子を入れ、25℃程度のぬるま湯に一晩つけます。取り出した後はよく水切り

農薬

地温が低いと発芽不良を引き起こしやすいので、最低地温18℃以上を確保します。

食品
その他商品

し、陰干しするとベタつかずまきやすくなります。
一穴に2cm程度の深さで、種子がかさならないように4～5粒まき、軽く覆土をします。
播種、定植後は、苗立枯病予防のために薬剤灌注を施します。
直根性で移植を嫌うため、定植をする際は1穴1粒まきとし、双葉展開時に若苗定植します。

追肥
追肥のタイミングは、1番花の開花着莢時期から始めます。1回の施肥料はベッド両脇に、10aあたり窒素成分量で1.0～1.5kg程度、液肥で施す
場合は肥効が速いので10aあたり0.5～1.0kg程度を基準とします。月に2～3回が目安です。

収穫
順調な生育ならば、播種後約65日頃より収穫が始まります。開花後約5日程度で収穫サイズとなり、目安は8～10cmくらいです。基本的に毎日
収穫し、温度や水分が十分な時期は朝夕2回収穫しないと大きくなり過ぎて硬くなってしまいます。

摘葉、誘引
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栽培密度が高いため、摘葉を怠ると光線透過が悪くなり、曲がり莢やイボ果など品質の低下を助長します。収穫直下の葉を1～2枚残し、これよ
り下の葉を摘葉します。 倒伏防止と光線透過を得るために180cm程度の支柱を立て、ビニール紐で誘引します。

病害虫防除
生育初期は苗立枯病やネキリムシ、ヨトウムシなどの被害が多く、以降はアブラムシ、スリップス類、メイガ、オオタバコガなどがつくので定期
的に薬剤散布をします。土壌中のネコブセンチュウに注意が必要で、連作は避けます。

「ピークファイブ」が評価されている点
「ピークファイブ」は早生、しかも低節位から着果し、定期的な追肥と灌水で30節前後まで収穫できる収量性と、イボ果の発生が軽微で品質面
で安定しており秀品率が高い。

栽培における留意点
●オクラにはネコブセンチュウが発生しやすいので、事前に土壌消毒剤を施用して土壌消毒を行う。
●元肥はNPKとも成分で12-15kg施用するが石灰窒素入り化成を使用すると追肥回数が少なくてすむ。
播種粒数︓収量性を高める目的で一穴に5粒ずつ播種し、間引きはしないこと。
立ち枯れ予防︓オクラは発芽時から本葉3枚頃まで苗立ち枯れ病が発生しやすいので播種、覆土後に必ず適用薬剤を一穴ごとに動墳等で灌注処理
を行う。
通気性の確保︓密植とはいえ風通しが重要なので随時「葉かき」を行う。本葉6-7枚時に下葉2-3枚を葉かきし、その後は収穫節位まで随時葉か
きすると風すきと果色がよくなり風による倒伏も予防できる。
倒伏予防︓最終的な草丈は2m前後になるので、倒伏防止としてベッドの両側に1.5m毎に支柱を立て、地際から70cm程の高さにポリベル等を横
に張り倒伏を防止する。
花弁除去︓10月上旬頃より開花後の花落ちが悪くなり、灰色カビ病等が発生しやすくなるので、開花翌日に花弁を除去する。
草勢維持︓高温期の8-9月は草勢が落ちやすいので20日間隔でNK化成の成分で3kg前後追肥し、灌水は4－5日毎に行う。
草勢の見分け方︓天葉が細い切れ葉となり成長点付近で開花する状態は草勢が落ちている。このようになる前に追肥と灌水を行いたい。
病害虫対策︓本葉展開時から収穫収量時まで発生するアブラムシ・ハマキムシ・ハスモンヨトウ等の害虫および、梅雨時の開花後の花びらに発生
する灰色カビ病が中心。定期的な農薬散布で防除できる。
手荒れ対策︓こまかい針毛があり手が荒れるので、収穫時や荷造り時には手袋等で予防する。

ピークファイブ
［オクラ］【タネ】

ブルースカイ
［オクラ］【タネ】

グリーンスター
［オクラ］【タネ】

平城グリーン
［オクラ］【タネ】

翠星
［オクラ］【タネ】

東京五角
［オクラ］【タネ】

グリーンジュエリー
［オクラ］【タネ】

ペンタゴン
［オクラ］【タネ】
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SHOPインフォメーション

まめ知識コーナー

初めての方

配送方法と送料

苗のお問い合わせ・ご注文

三重興農社の想い 

発売前の研究中のタネの紹介

ご注文ガイド

カートの使い方

特定商取引法に基づく表記

三重興農社の歩み 

農業・園芸まめ知識バックナンバー

ご注文の流れ

よくあるご質問

ポイントシステムについて

お支払について

会社概要・ごあいさつ

ご注文前に必ずお読みください

お支払方法

送料について

配送・納期について

配送料金は下記のように４つの場合に分かれま

実店舗と商品在庫を共有しておりますので、在

すのでご注意ください。

庫があるものについては即日準備をさせて頂き

自動車便
4種便（郵送）
ネコポス
レターパック（レターパックプラス）
以下のお支払い方法がお選び頂けます。
NP後払い
クレジットカード
代金引換
銀行振込（先払い）
ゆうちょ銀行（先払い）
お支払い方法の詳細はこちら

ご注文商品の取消・返品・交換につ
いて
【取消】会員の方は、ご注文確認前であれば、
マイページより取消可能です。（ログイン後の
ご注文に限ります）
会員の方以外は別途メール・お電話でご連絡く
ださい。
【返品・交換】基本的にお客様の御都合による
返品・交換はお断りさせて頂いておりますが、

お野菜今がいい時期バックナンバー

送料の詳細はこちら

ますが、在庫の無いものについては各メーカー
より取寄せとなりますので、準備が出来るのは
通常翌日～３日後となります。詳しくはご注文
を頂いた後の確認メールにてご連絡をさせて頂
きます。また、種子や苗については播種時期や
植付時期などによりご用意が出来る期間があり
ます。期間外でのご注文については、ご希望に

個人情報の取り扱いについて

添えない事がありますので、その場合も別途ご

個人情報（特定の個人を識別できるもの）を取

なお、一部商品のお取り寄せが発生した場合、

り扱う際に、個人情報の保護に関する法律をは
じめ個人情報保護に関する諸法令、および主務
大臣のガイドラインに定められた義務、並びに
本ポリシーを遵守します。
個人情報保護方針の詳細はこちら

公共機関および学校法人のお客様
学校・公共機関さまのお取引につきましては後
払い決済にもご対応させていただきます。ショ
ッピングカートとは別にご対応させて頂きま
す。 各公共機関・学校法人様によって、書式お
よびお取引方法が異なると思いますので、是非
ご相談くださいませ。

万一商品に不備などがあった場合につきご返

連絡をさせて頂きます。
在庫商品の先行出荷をご希望されますと、 複数
の出荷となるため出荷ごとに送料のご負担をお
願いしております。予めご了承くださいませ。
商品の出荷についての詳細はこちら

お問い合わせ
株式会社 三重興農社
〒510-0874
三重県四日市市河原田町1007-11
TEL 059-347-8551 FAX 059-347-8552
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
担当︓中野
お問い合わせはこちら

品・交換とさせていただきます。商品到着後、
3日以内にご連絡くださいませ。弊社よりご返
品・交換についてのご連絡をさせて頂きます。
返品・返却の詳細はこちら

copyright (C) 株式会社 三重興農社 All right reserved.
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池⽥ 剛⼠
差出⼈:

e-taneya（株）三重興農社 <info@e-taneya.net>

送信⽇時:

2018年8⽉26⽇⽇曜⽇ 8:50

宛先:

池⽥剛⼠ 様

件名:

【e-taneya】お問い合わせありがとうございました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールは、お客様の会員登録情報が当店のサーバーに
到達した時点で送信される、⾃動配信メールです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたびは e-種や｜国内最⼤級の野菜種・花種・苗・農業資材の販売店にお問合せいただき、
誠にありがとうございます。
下記の内容でお問合せを受け付けいたしました。
-------------------[No]
180826-001-d0dca1f8064fa096c66fb775f53fceae
[件名]
お願い（みと・あかつかカンファレンス）*メディア対策室；安倍晋三 ⾸相案件（刑事・⺠事責任追求）
【メディア詐欺；共謀罪通報対象】
[お名前]
池⽥剛⼠
[メールアドレス]
ikeda@acsec.co.jp
[お問い合わせ内容]
学術秘書
池⽥です。

記事の修正⼜は削除をお願いいたします。
http://www.e-taneya.com/site/tokushu/yasaishu/sakata-peak-five.html
修正⼜は削除が必要な記事の⼀覧、Google キャッシュ検索の結果（site:e-taneya.com ムチン）も併せて
ご確認ください。
https://www.google.co.jp/search?q=site%3Aetaneya.com+%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%B3&oq=site%3Aetaneya.com+&aqs=chrome.2.69i57j69i58j69i59.4096j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
1

修正の際のポイントは、３つあります。
（１）「ムチン」という⾔葉を使うこと⾃体が誤り。
（
「植物」の話をしていて、「ムチン」について語ること⾃体ナンセンスです。
）
（２）「ムチン」と関連付けて語られてきた、夏バテ解消、スタミナ⾷材、疲労回復といった健康効果も
全く根拠なし。
（
「健康効果」は、ヒトや動物から分泌される「ムチン」本来の働きから想像された話であって、⾷べて
どうこうの話ではありません。
）
（３）「ネバネバの正体は『ムチン』」も誤り。
（
「ムチン」は「糖たんぱく質」といわれますが、
「植物の『糖たんぱく質』」はネバネバしていません。
）
「
（⽇本国内だけで）植物の粘性物質をムチンと呼ぶことの根拠や起源」が判明いたしました。
（「
『mucin』と『mucus』の混同」ないし「『mucus』の誤訳」、
「
『mucin』と『mucilage』の混同」ないし「
『mucilage』の誤訳」が誤報の原因でした。
つまり、動植物の粘性物質をムチンと呼ぶ「学説」は存在しません。
http://acsec.jp/mucin.html
）
“フィッシャーの呪い撲滅キャンペーン”へのご理解、ご協⼒をお願いいたします。
http://acsec.jp/maffgo.html
全国の都道府県庁、⾃治体の対応状況については、こちらでご確認いただけます。
http://acsec.jp/soumugo.html
※参考：
[1]平成の⼤獄（へいせいのたいごく）｜改元の礼：
⼤⼾屋ホールディングスらによる公益通報者 看護師 中⻄京⼦さん襲撃事件
http://heisei.nokyoko.jp/
[2]⻁の⾨外の変｜家来たちは、⼦どもを殺した。
：
岡本薫明 財務事務次官らによる公益通報者 看護師 中⻄京⼦さんに対するパワーハラスメント
http://toranomon.nokyoko.jp/
[3]和とは愛 オフィシャルサイト｜希望：
http://nokyoko.jp/#hope

では。
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この件に関するお問い合わせ先：
みと・あかつかカンファレンス事務局⻑
ラクトース研究班「いもいち 2025」班⻑代理
有限会社学術秘書
本店営業部
池⽥剛⼠
〒311-4141
茨城県⽔⼾市⾚塚 1-386-1-107
電話：029-254-7189
携帯：090-4134-7927

-------------------お問い合わせ内容に関しまして、翌営業⽇以降に当店スタッフより
ご回答させていただきますので、今しばらくお待ちください。
-----------------------------------e-taneya 株式会社三重興農社
510-0874
四⽇市市河原⽥町 1007-11
TEL

059-347-8551

FAX 059-347-8552
メール info@e-taneya.net
野菜種・花種・苗・農業⽤資材など
いろいろ取扱いしてます
http://www.e-taneya.com/
------------------------------------
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池⽥ 剛⼠
差出⼈:

e-taneya（株）三重興農社 <info@e-taneya.net>

送信⽇時:

2018年8⽉26⽇⽇曜⽇ 8:53

宛先:

池⽥剛⼠ 様

件名:

【e-taneya】お問い合わせありがとうございました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールは、お客様の会員登録情報が当店のサーバーに
到達した時点で送信される、⾃動配信メールです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたびは e-種や｜国内最⼤級の野菜種・花種・苗・農業資材の販売店にお問合せいただき、
誠にありがとうございます。
下記の内容でお問合せを受け付けいたしました。
-------------------[No]
180826-002-a74d4e572a9887f82a48d7389cb35b5b
[件名]
通知（みと・あかつかカンファレンス）*メディア対策室；安倍晋三 ⾸相案件（刑事・⺠事責任追求）
【メディア詐欺；共謀罪通報対象】
[お名前]
池⽥剛⼠
[メールアドレス]
ikeda@acsec.co.jp
[お問い合わせ内容]
学術秘書
池⽥です。

株式会社三重興農社を、「僕は嫌だ４６；反社会的勢⼒」に追加いたしました。
http://acsec.jp/
（制裁⾦の上限は資本⾦の⼗分の⼀。
）
では。

この件に関するお問い合わせ先：
みと・あかつかカンファレンス事務局⻑
1

ラクトース研究班「いもいち 2025」班⻑代理
有限会社学術秘書
本店営業部
池⽥剛⼠
〒311-4141
茨城県⽔⼾市⾚塚 1-386-1-107
電話：029-254-7189
携帯：090-4134-7927
-------------------お問い合わせ内容に関しまして、翌営業⽇以降に当店スタッフより
ご回答させていただきますので、今しばらくお待ちください。
-----------------------------------e-taneya 株式会社三重興農社
510-0874
四⽇市市河原⽥町 1007-11
TEL

059-347-8551

FAX 059-347-8552
メール info@e-taneya.net
野菜種・花種・苗・農業⽤資材など
いろいろ取扱いしてます
http://www.e-taneya.com/
------------------------------------
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