
水耕栽培器

総合カタログ

リビングに、

畑を置こう。

Green Farm
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1　　＊写真はシナモンバジルです。



毎日大きくなってゆく野菜を、愛でる。

こまめに水やりをしなくてもいい。虫の心配も少ない。

土を使わないから、室内でも気軽に野菜を育成できる

水耕栽培器、GreenFarm。

1粒の小さな種が鮮やかなグリーンへと

成長してゆく様子を毎日眺めていると、

自然と顔もほころんできます。

愛情を注いで育てて、見守って、感謝して、食べる。

ユーイングのGreenFarmは

“リビングで野菜を日産自消する”という新発想で

あなたの生活をより豊かに広げてゆきます。

水耕栽培のおすすめPOINT

pL－、Tl

新鮮野菜が

約30日で育つ

poINT2

土を使わない

から清潔

poINT3

水やり不要で

お世話が簡単



日光の代わりとなる

省エネ仕様の
自動制御で健全な成長に必要な
光量を保ちつつ省エネを実現する

¶



野菜をおいしく簡単に育てるために。

自然環境を再現した、水耕栽培技術。
野菜が順調に育つための自然環境を、清潔で扱いやすいアクリルケースの中に再現した水耕栽培器、GreenFarm。

日光の代わりとなるLED照明や、ケース内に新鮮な空気をもたらすフアン、種子のコーティングにいたるまで、あらゆる

部材を徹底的に追求し、23品種すべての野菜が簡単においしく育つよう、設計しました。

1 �白色LED照明 

日光の代わりとなる照明には、省電力の白色

LEDを採用することで、健全な光合成を実現。

屋内での栽培に適した光量と照射時間をi

何度も実験し、導き出した答えは、10，000

ルクス×照射時間1日あたり16時間でした。

3 �フアン 

葉の表面に湿気が付くと、光合成や呼吸の

妨げとなり発育が悪くなってしまいます。

ファンはケース内に外気を取り入れること

で湿度を一定に保ち、遅気の発生を抑制。

また同時に、LED照明からの発熱を冷却

する役割も担っています。

5 �苗床パネル 

水面に浮かべて設置する、可動式の苗床

パネルを採用。野菜が養液を吸うことで水位

が変動しても、苗を常に一定の位置にキープ

するので、葉と根の自然な成長を妨げること

なく栽培できます。またスムーズにお手入れで

きるよう、パネルの端につまみを設けました。

7 �液体肥料 

野菜の水耕栽培に重要な、葉の育成を促進

するチッ素・リン酸と、根や茎を強化するカリを

バランス良く配合。使いやすい、1滴タイプの

液体肥料です。
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2 �操作パネル 

LED照明の点灯時刻を設定できるタイマーや、

ケース内を発芽に適した環境に整える発芽

モード（Green FarmおよびTR卜TOWERで

採用）など多彩な機能を搭載。健全な成長に

必要な光量を保ちつつ、省エネを実現できる

よう調整しています。

4 �栽培ケース 

養液や溶存酸素の量が野菜の成長に最適

になるよう、容積を調整した栽培ケース。また

Green FarmおよびTRI－TOWERにはエア

ポンプを採用し、長期間の成長をサポート

しています。

6 �栽培スポンジ 

吊した
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苗を支える土台となる栽培スポンジは、撥水

しない素材を選び吸水性を確保。発芽率が　主　■添∵　孝

志まるよう、種子がちょうどよく養液と接する

ように深さを調整した、くぼみを設けています。

さらに底部には十字の切れ込みを入れることで

根の自然な成長を促しています。

8 �種子 

種子の周りを土でコーテインクした、オリジナル

仕様。水分がしっかり浸透し、発芽を促進

します。また1粒1粒が指でつまみやすく、

スムーズに扱えます。
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START　種をまく

DAY20　徐々に野菜らしく成長する

DAY5　発芽してふた葉が出る

岩層

DAY25　大きな外薫から収穫する

轟‾童匿

種まきから収穫まで、だれでも簡単にできる野∃

用意　　　STEPl

洗面器のような広口のうつわと、

やかんのような水を注げるものを

用意します。

運転　　　STEPS

電源を入れてタイマーを設定し、

運転を開始します。

準備　　　STEP2

洗面器に水をそそぎ、そこに栽培

スポンジをちぎって入れて、水を含

ませます。さらに栽培ケースに水と

液体肥料をそそぎ、養液を作ります。

間引　　　STEP6

10日ほど様子を見て、発芽して

いないものや、成長の悪いものを

間引きます。

励
スポンジに水をたっぷり

含ませよう！



DAYlO　ふた薫の間から本葉が生える

麻　　布　　庵

や、　　　√lも　　　晶

EAT　いただきます！

デくり。

DAY15　本薫が大きくなる

瞥　鴇　転　句

FINISH

成長の様子を30秒動画で！

http：／／www．greenfarm．uing．

u－tC．C0．jp／img／

grow．mp4

＊写真のサラダはGreenFarmで実際に育てた野菜（工ンタイプ・ピノクノーン・t＝一トオールレッド・クレソン）を使っています。

初めての方でもバラエティ豊かな野菜が簡単につくれる、GreenFarmシリーズ。

ここではGreenFarmCubeを例にその手順をご紹介いたします。

スポンジ

植付　　　STEP3

苗床パネルを栽培ケースにセット

し、穴に栽培スポンジを入れます。

収穫　　　STEP7

根元を1～2cm残して切り取り

ます。さっと洗って、いただきます！

一一∴－

種蒔　　STEP4

種子を栽培スポンジの中央に

まきます。

清掃　　　STEP8

栽培スポンジを取り除き、養液を

捨てます。苗床パネルは中性洗

剤で洗い乾かします。　　　　　　⊃　⊂）（⊃



私の小さな野菜畑。

GreenFarm［ube

1ⅣHITE

シンプルでどんなお部屋にも合う

RED

かわいい畑でお部屋に彩りを。

インテリア感覚で野菜を楽しむ、

自分スタイルのコンパクトモデル。

CREEN

ポップな空間に似合う元気なカラー　　　　　　　　野菜に調和する癒やしの彩り

眠るように消える、美しいイルミネーション

タイマーによる消灯時刻が近づくと、　「、、ゝ、、‾‾‾

白色LED照明がだんだん暗くなり、

電球色の常夜灯（LED照明2灯）に

切り替わります。さらに30分たつと常

夜灯が消灯。ゆっくり眠っていくような

光の演出で、野菜と一緒に生活して

いる感覚を楽しめます。

単二

＊写真はシナモンバジルです。

だんだん暗くなる

スマートにまとまった操作パネル

ボタン溝や表示窓を天面前方の1カ所にまとめることで、快適な

操作性とスマートなデザインを両立しました。

常夜灯が
30分間点灯

●日めくりカウンター

栽培スタート後、24時間ごとにカウントアップしてい〈日めくりカウ

ンターを常時表示。収穫までのワクワクをさらに盛り上げます。

●タイマー

毎日何時に点灯するかを設定できるタイマーを搭載。設定した時刻

から16時間点灯し続け、その後自動的に消灯します。
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野菜と私、毎日がフレッシュ。

i　‾‾‾‾

。十十

収穫量（1回あたり） 

レタス系なら4株　　だ㌫禁9株 

サラダ約4食分　　　バジルソースのパスタ約4食分 

四方をアクリルで囲んだ、清潔で見やすい半密閉構造

正面・背面・左右、全ての面を透明

度の高いアクリルで囲むことで

虫などの進入を防ぐ、半密閉構造

を採用。部屋のどこに置いても、

みずみずしい野菜を見ることが

できます。

天面に排気フアンを設置

本体下部から吸い上げた空気を

天面から逃がすことで上昇気流を

つくり、ケース内の湿気や熟を排出。

また虫などの侵入を防ぐフィルターを

採用し、ケース内が清潔に保てる

よう配慮しています。
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給水のタイミングをお知らせする、水位フロート

ケース内手前の水位フロートが

下がってきたら水を追加する時期。

見やすい表示で、失敗なく給水

できます。

LED照明

42灯

＊タイマー運転1日16時間運転、電気代は目安単価（1kWh＝22円）で計算。

野菜のお手入れがしやすい上下2分割方式

三∴．事∴∴∴二　l
ルな構造に。野菜のお手入れや

収穫もスムーズに行えます。

櫛の様子が見える、ピックアップホール

苗床パネルにあいた9カ所の穴の

うち、1カ所が取り外せるような仕

組みに。持ち上げると、成長した根

言∴∵J●了∵　1
ため、給水がスムーズに行えます。

GreenFarmCube専用の 

お試し種子キット（1回分）を同梱 

零 

匿∃＋＋碧 
種子／スイートバジル　　　液体肥料　　　　栽培スポンジ 



豪族で育てる野菜畑⑳

Green Farm

家族みんなで毎日

野菜の成長が楽しめ、

収穫できるスタンダードサイズ。

＊写真はルッコラです。

虫などが入りにくい半密閉構造＆90度開く前扉

虫やホコリなどが入りにくく、衛生的な栽培が可能な半密閉構造のケースを

採用しました。前扉は前方に90度開き、そのまま本体下部に収納することが

可能。野菜の出し入れが簡単で、スムーズにお手入れできます。

すっきり隠れる操作パネル

操作に必要なボタン類を、本体右上に集約した操作パネル。操作時以外

はほとんどのボタンが前扉に覆われるため、見た目もすっきりしています。

●発芽モード

発芽時（栽培開始時）にはLED照明を消灯することで、発芽を促す

とともに消費電力を軽減する、発芽モードを設定できます。発芽モード

は72時間後に解除され、以降は自動で通常モードに切り替わります。

●タイマー

タイマかは、点灯する時刻を設定するだけでなく、何時琶点灯させる

かを変更することも可能です。

＊お買い上け時は、午前6時点灯／／午後10時消灯一二三三三六てし「ます。



、

＊写真はシェンティリナクリーンです。

収穫量（1回あたり） 

レタス系なら10株パ誓㌫禁20株 

サラダ約10食分　　　バジルソースのパスタ約8食分 

本体左側に排気フアンを設置

本体の左側に排気ファン、右側に吸

気口を設けることで、横長のケース

内をしっがノと空気が巡るよう調整。

湿気の発生を防ぐと同時に、LED

照明からの発熱を冷却します。

空等臆を

二通草
ワクワク、ドキドキ、

笑顔がひろがる。

｝：てタイマー三宅1616時間設定、発芽モード設定の場合。電気代は目安単価（1kV㈹＝22円）で計算。

▲　　　1

9ニー

給水のタイミングをお知らせする、水位フロート

ケース内手前の水位フロートが下

がってきたら、水を追加する時期。

見やすい表示で、失敗なく給水

できます。

3台重ねて栽培できる

Green Farmを3台まで重ねて栽培

することが可能。種類の異なる野菜

をたっぷり収穫することができます。

毒液に酸素を届けるエアポンプ

養護にしっがノ酸素が行き渡るよう、

電動のエアポンプを採用。野菜の

正常な成長をサポートします。

鉢植えの花も室内で鑑賞できる花モード

鉢植えの花を詰賞できる、花モード

を搭載。お部屋をさらに色鮮やか

に彩ります。

GreenFarm専用の � 

お試し種子キット（1回分）を同 �梱 

l 種子／ジェンティリナグリ－ン液体肥料 �栽培スポンジ 



どっさり穫れる三段燭。

GreenFarmTRl－TOWE：R

安心の自家栽培をこころゆくまで。

ミニトマトもしっかり育てられる、

大容量＆多品種育成のグランモデル。

＊写真は上段からミニトマト、ピノクリーン、オークノーフレタスです。

成長速度の異なる3種類の野菜を同時に育成

栽培室ごとに操作できる、独立した構造になっているので、レタスとベビーリーフなど、成長の

スピードが違う野菜でも効率よく育てることができます。また栽培室それぞれに扉が付いているため、

野菜のお手入れをしていても、他の栽培室に虫やホコリが入ることがなく衛生的です。

広々スペースで実もの野菜も育てられる　　　悪賢夏認諾菜が

最上段の栽培室は、栽培高さ27cmの広々としたスペースを確保。

背の高くなるミニトマトやバジルなどの野菜もしっかノ育てられます。

＊種まきから収穫まで約3ケ月かかります。

最上段の設定が他の栽培室にもリンクする、手間いらず＆機能充実の操作パネル

最上段の操作パネルで時刻を設定すると、自動で2段目、3段目にも反映。より簡単に栽培を楽しめます。

11

し，と瀞
可

●タイマー

タイマーは、点灯する時刻を設定するだけでなく、何時問

点灯させるがを変更することも可能です。

；：くお買い上げ時は、午前6時点灯／午後10時消灯に誌還されてい貢す。

「　　　　　●発芽トド

●日めくりカウンター

栽培スタート後、24時間ごとにカウントアップしていく日めくりカウンターを

常時表示。収穫までのワクワクをさらに盛り上げます。

発芽暗（栽培開始時）にはLED照明をi≒メ丁することで、

発芽を促すとともに消費電力を至浅する、莞芽モードを

設定できます。

「長軽軒」
…‥H■l触‥げは‥‥十．山‥‥Ⅶ
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顧・言

収穫量（1回あたり） � 

レタス系なら10株×3段雷5㌫諾20株×3段至 �ミニトマト （最上段） 

サラダ約30食分　　室バジルソースのパスタ約24食分‡ �3株 

背面に吹きつけタイプのフアンを配置

外気を吸い込み強力な気流を生み

出すファンを、栽培室ごとに配置。

湿気の発生を防ぐと同時に、LED

照明からの発熱を冷却します。取り

タルできるフィルター付きで、掃除も

簡単です。

給水のタイミングをお知らせする、水位フロート

ケース内手前の水位フロートが下

がってきたら、水を追加する時期。

見やすい表示で、失敗なく給水

できます。

段差があっても水平を保てるアジャスター

床面とカーペットの境目など、段差

がある場所でも水平に保って設置

できるよう、足の高さが調整可能な

アジャスターを採用しています。

‥：こタイマー運転：1日16時間設定、発芽モード設定の場合。電気代は目安単価（1kWh＝22円）で計凱

養液に酸素を届けるエアポンプ

養液にしっかり酸素が行き渡る

よう、電動のエアポンプを採用。

野菜の正常な成長をサポート

します。

小物が置ける、収納スペース

最下部に、栽培スポンジ・種子な

どのストックや、はさみなどの小物

を保管できる収納ス′ヾ…スを用意。

よりスムーズに栽培を楽しめます。

TRトTOWER専用の 

お試し種子キット（各栽培室1回分）を同梱 

1．－ジ 

てこ ’「‾とこごノ　　　　嘉：三・ 

種子／鈴っ子トマト・ 

ジ昔V主導にン　液体肥料　栽培スポンジ 

＊写真のミニトマトはイメ“ジです。 】2



野菜生活が豊かに広がる、

選べる23種類。

レタス・葉もの野菜系

育てられる野菜は大きく分けて、レタス・柴もの

野菜系、ベビーリーフ系、ハープ系の3種類。

そのほかTRI－TOWERでの栽培に適したミニ

トマトなど、多彩なラインナップで食卓を彩ります。

種子キットはオンラインショップまたは
同梱のお申し込みハガキでご注文ください。

レタス（グレートレイクス）　レタス（ジェンティリナグリーン）　レタス（ジェンティリナレッド）　レタス（サラダボウルレッド）　レタス（オークリーフレタス）

LA－01　　　　　　　　LA－02　　　　　　　　　LA－03　　　　　　　　　LA－04　　　　　　　　LA－05

シャキッとした食感で　　　　　鮮やかな緑色のミニフリルの　　　小さなフリルを巻いた葉先は　　　　工ンジ色が鮮やかな切れ　　　　　樫の葉のような葉型で

食べやすい定番のレタス。　　　葉先を持ち、やわらかな食感。　　うっすらと赤く、やわらかな歯ごたえ。　　込みの入った葉が特徴。　　　　甘みと軽やかな苦み。

サラダ菜　　　　　　　サンチュ　　　　　　　春菊 水菜　　　　　　　　葉大根

LA－06　　　　　　　　　LA－07　　　　　　　　LB－01　　　　　　　　LB－02　　　　　　　　　LB－03

葉は丸く鮮やかな緑色でやわら　　葉が大きく、ボリューム感のある　　　葉は肉厚でやわらかく　　　　軸は白く葉は鮮やかな緑色　　　　主として葉を食べる大根

かい食感。サラタにするとおいしい。　口当たり。焼肉のほかサラ列こも。　　淡い緑色で独特の香り。　　　　でシャキッとした食感。　　　　　　　　の一種。

ベビーリーフ系

勒
エンダイブ　　　　　　ルッコラ

BC－01　　　　　　　　BC－02

葉のフリルが愛らしく、独特　　　　　ごまの香りとほのかな

のはろ苦い風味。　　　　　　　　　　辛み。

ピノグリーン　　　　ビートオールレッド

BC－06　　　　　　　　　BC－07

ジューシーな味わいがあり　　　　ポリフェノールを多く含む

ピタミンCを含む。　　　　　赤い葉でほのかな酸味。

クレソン　　　　　　シナモンバジル

HD－04　　　　　　　　　HD－05

ほのかな辛さで肉・魚料理　　　　シナモンのような甘い香り。

の付けあわせに。　　　　　お菓子づくりやハーブティーに。
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ターサイ　　　　　　　　チコリー　　　　　　レッドマスタード

BC－03　　　　　　　　　BC－04　　　　　　　　　BC－05

キャベツの風味と　　　　　　　少し苦みがありサラダの　　　　　葉は赤色でマスタードの

シャキッとした歯ごたえ。　　　　　　　アクセントに。　　　　　　　　　　辛み。

イダノアンパセリ　　　　　　セージ　　　　　　スイートバジル

HD－01　　　　　　　　HD－02　　　　　　　　HD－03

さわやかな香りで肉・魚料理

の風味付けなどに。

＿、、ヤ‾！　‾■：・1・二

・▲・l l

鈴っ子トマト

TE－01

さっぱりとした味わい。見事な鈴

なりになるので観費にも向く。

楕円形の葉で香りが強く紅茶　　　　　ペーストにしてピザ・

や肉料理の臭み消しなどに。　　　スープ・スパゲティなどに。

＊庫内が広いTRl－TOWER最

上段での育成専用です。また
種まきから収穫まで、約3ケ月
かカ叫ノます。

粛
啓
㌔



ライフスタイルに合わせて選べる、3種のGreen Farmラインナップ。

Green Farm

Cube

仕様比較

名称

品番

JANコード

本体カラー

本体寸法

本体質量

栽培ケース養液容量

電源

消費電力

栽培環境

栽培数（間引き後）

タイマー

日めくりカウンター

発芽モード

花モード

時刻連動機能

消灯時調光機能

ピックアップホール

水位フロート

エアポンプ

重ね置き

ミニトマトの育成

お試し種子キット内容

梱包内容
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グリーンファームキューフ

UH－CBOIG

ホワイト〈JAN4963742672835〉

レッド　くJAN4963742672811〉

グリーンくJAN49631Ⅵ2672880〉

（W）ホワイト（R）レッド・（G）グノーン

幅225×奥行225×高さ285，5mm

約2kg（養液満水時約4kg）

約2L

定格／DC24VIA

17W

室内専用／／室温15－30℃

レタス・薫もの野菜系：4株
ベビーリーフ系、ハーブ系：9株

0

0

0（階調消灯＋常夜灯）

0

0

種子（スイートバジル）／液体肥料／

栽培スポンジ

・本体
・栽培ケース

・苗床パネルA・B

・苗床フタ（5個）

・水位フロート

・水イ立フロートカバー

・コンセント一体型ACアダプター

・お試し種子キット

Green Farm

グリーンファーム

UH－AOIE

くJAN4963742670107〉

幅544×奥行262×高さ305mm

約5kg（養液満水時約9kg）

約4L

定格／DC12V4A

30W

室内専用／室温15－30℃

レタス・莞もの野菜系：10株
ベビーリーフ系、ハーブ系：20棟

○（詳和設定可）

〇

〇

〇（3台まで）

種子（ジェンティリナグノーン）／

液体肥料／栽培スポンジ

・本体

・栽培ケース

・苗床パネル

・苗床フタ（17個）

・水位フロート

・水位フロートカバー

●エアチューフ

●エアストーン

・ネジ（4本、重ね置き用）

・ACアダプター

・電源コード

・お試し種子キット

Green Farm

TRl，TOWER

グリーンファームトライタワー

UH－TTlOOG

くJAN4963742672927〉

（K）ブラック

幅515×奥行367×高さ1152mm

約40kg（養液満水時約52kg）

約4LX3段

定格／DC12V12A

78W

室内専用／室温15－30℃

レタス・薫もの野菜系：10棟×3段
ベビーリーフ系、ハーブ系：20株×3段

ミニトマト：3株（最上段）

○（詳細設定可）

0

0

0（最上段に連動）

○（最上段）

種子（鈴っ子トマト・スイートバジル・

ジェンティリナグリーン）／

液体肥料／栽培スポンジ

・本体

・栽培ケース（3個）

・苗床パネル（3個）

・苗床フタ（60個）

・水位フロート（3個）

・水位フロートカバー（3個）

・エアチューフ（3個）

・エアストーン（3個）

・ACアダプター

・電源コード

・3口電源タップ

・お試し種子キット

〇

　

〇

一

一

一

〇

　

〇

一


