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施設栽培や育苗での生産量向上を目的に開発された
クリップ製品です。

レイモンアグリカルチャーは、現場のニーズに応えた
ソリューションをお届けするため、生産者の方々と共に
製品開発に取り組んでいます。

育苗 / 苗木用育苗 / 苗木用育苗 / 苗木用施設栽培用施設栽培用
サポートクリップ

誘引クリップ

支柱バンド

耐風ベルト

フック

レイモンアグリカルチャー
生産効率を上げる革新的ソリューション
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各製品のサイズ他詳細については、P.19製品仕様をご確認ください。
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きゅうり栽培用クリップ

イージークリップ 14 エルゴクリップ 14,5

1箱当たりの数量           

取り付けやすさ           

苗木の保護           

軽量           

生分解性プラスチック
（近日発売予定） あり なし

トマト＆ピーマン栽培用
クリップ

イージークリップ 26クラシッククリップ 21S イージークリップ 23

1箱当たりの数量                

取り付けやすさ                

苗木の保護                

誘引紐留め                

生分解性プラスチック
（近日発売予定） あり なし あり

イージークリップ 23 イージークリップ 26

苗を損傷から守る
誘引クリップは生産者の安全かつ安定した収穫をサポートします。
•	果実の荷重を軽減し果柄部折れや落下を軽減
•	より高品質な果物の生産を可能に
•	作物の成長を促進

人件費削減
レイモンのクリップは、市場に出ている製品
で最も簡単、確実に取り付けられるよう
設計されました。
この革新的デザインにより、生産にかかる
人件費を軽減させます。

ねじり方式

クリッピング方式

コスト

1シーズンでの生産量

◀ クラシッククリップ 21S
			✓通気性

◀イージークリップ 23
			✓軽量
			✓耐久性

◀エルゴクリップ 14,5
			✓簡単な取り外し

◀イージークリップ 14
			✓スタンダードタイプ
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ラ
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施設栽培用施設栽培用

誘引クリップ誘引クリップ
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2013年に発売されたエルゴ
クリップは、その品質の高さ
と人件費削減の効果から、当社
製品の中でもベストセラーの
ひとつです。

きゅうり市場に特化し設計
された革新的なエルゴクリップ
14,5は、作物を傷つけず生育
を妨げないため、施設内で育つ
繊細な苗の栽培に理想的な
クリップです。

世界中の生産者や販売業者に
採用されているエルゴクリップ
は、より使いやすいデザイン
になりました。

使いやすさを追求したデザイン
新しいエルゴクリップは、当社のイノベーション
＆開発部門によって考案されました。
使いやすさを追求したセミクローズドデザイン
は、簡単で確実な取り付けを可能にします。
クリップはワンタッチで留められるため、
施設栽培での取り付け時間が短縮され、
作業にかかるコストを削減しながらも生産性
を最大限に引き出します。
品質の高さと取り付け時間の短縮にこだわった
新しいエルゴクリップは、生産者が簡単、
安全に作業ができ、日々進化する生産現場
でのあらゆるニーズに応えます。

高い汎用性
新しいエルゴクリップの主な特徴として、
ヒンジ部分のメカニズムと内部構造の
改善が挙げられます。
新しいヒンジは、誘因紐がよりしっかり
固定できるよう強化され、初代エルゴ
クリップに比べ耐荷重性が向上しました。
締め付け構造の機能改善により汎用性
が高まり、葉や枝にも使用できるように
なりました。

細部までこだわったデザイン
新しいエルゴクリップの硬く頑丈な三角形
の穴は、光や空気を最大限に取り入れ、
施設内でのフザリウムや灰色カビを防ぐ
構造になっています。	
この穴によりクリップの耐久性が高まり、
お客様へ製品を効率的にお届けする
ことが可能になります。

年に発売されたエルゴ
クリップは、その品質の高さ
と人件費削減の効果から、当社
製品の中でもベストセラーの

きゅうり市場に特化し設計
された革新的なエルゴクリップ

は、作物を傷つけず生育
を妨げないため、施設内で育つ
繊細な苗の栽培に理想的な

使いやすさを追求したデザイン

苗を正しく保護	
取り付け＆取り外しが簡単な新しい
締め付け構造は、安全性に優れ、若い
苗の段階から保護します。
クリップは苗用に特別設計され、補強
システムにより作物が適切に保護されます。
「カチッ」というロック音により簡単かつ
確実に取り付け確認ができます。  

製
品
紹
介

施設栽培用施設栽培用

エルゴクリップエルゴクリップ 14,514,5
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苗の健康を維持し生産量を上げる
レイモンのイノベーション＆開発部門は、トマトの苗を支え、
生産性を向上させる2種類の果房サポート製品を開発しました。

•	重量過多による茎の破損を防ぐ
•	苗ごとの実りを最大限に引き出す
•	ワンタッチで確実な取り付け
•	病気リスクを軽減し、衰弱や破損をなくす

ツインフック
安定性の確保

▼

フレックストラス
果柄用

ツインフック
2本仕立て苗用

1箱当たりの量           

柔軟性           

自動調整           

生分解性プラスチック
（近日発売予定） あり あり

フレックストラス
果柄折れ防止

▼

ツインフックなし

ツインフックあり

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

施設栽培用施設栽培用

サポートクリップサポートクリップ

各製品のサイズ他詳細については、P.19製品仕様をご確認ください。
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安全性、柔軟性、取り付けやすさを	
追求したデザイン
レイモンの施設栽培用フックは、
生産者のニーズに応えたデザインです。

•	跳ね落ち防止システム
•	耐荷重性を強化した設計
•	スムーズなつる下ろし
•	ワンタッチによる設置と取り外し

様々なつる下ろしに対応する
ラインナップ
生産者のニーズに幅広く応えられるよう
様々なつる下ろし方法に対応する製品を
展開しております。
•	ストッパー付き
•	フリーフォール
•	フックの長さ
•	紐の長さ、材質、色
•	生分解性プラスチック、ポリプロピレン

トマト＆ピーマン
栽培用フック

レイフッククラシックフック リールフック

耐荷重性                

つる下ろし                

跳ね落ち防止                

長さ調整機能 あり あり あり

生分解性紐
（近日発売予定） あり あり あり

			クラシックフック		
			簡単な取り付け

リールフック▶
新しいタイプのつる下ろし方法　	

レイフック▶    
耐久性に優れた設計　	

11

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

施設栽培用施設栽培用

フックフック

各製品のサイズ他詳細については、P.19製品仕様をご確認ください。
レイフックは日本未発売。
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より簡単で確実な取り付け
レイモンでは、育苗にかかる
コストを削減し、作業効率を高める
ソリューションを提供しています。

•	素早く取り付けられるデザイン
•	再利用に適した材料を使用
•	作業工程の軽減により、
		人件費の削減をサポート

苗木を効率的にサポート
レイモンのイノベーション＆開発部門は、
木の幹を傷つけず、製品の耐用年数を向上
させ、環境に優しい材料を開発しました。

•	耐用年数4年以上
•	使用製品数の削減
•	木の幹を傷つけず商品価値を高める
•	優れた耐久性
•	簡単な取り付け

果樹	/鑑賞樹用
サポート オービット

支柱バンド
アジロ

耐風ベルト

耐用年数           

再利用           

長さ調整           

アジロ▶
耐風ベルト　

オービット▶
支柱バンド	
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ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

育苗	/	苗木用育苗	/	苗木用

サポートベルト / バンドサポートベルト / バンド

各製品のサイズ他詳細については、P.19製品仕様をご確認ください。
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特徴&メリット

アジロ 一般的な方法
耐用年数           

木の保護           

初心者向け           

フィット力           

取り付けやすさ          

作業負担の軽減           

環境への配慮           

繰り返し使用可能           

施設栽培 育苗向け製品14

アジロの溝部分に金属ワイヤーを
はめ込み、両手で閉じます。
ワイヤーがピンと張ったら、ベルトを
木の幹に巻いて調整し、アジロを固定
します。
今までにないデザインにより、木の幹に
負担をかけることなく安全かつ効率的
にワイヤーを固定することができます。

取り付け

環境への配慮の観点から、アジロは
リサイクル素材から作られました。
耐用年数を終えるまで繰り返し使用
できます。

環境への配慮

アジロのベルトは、木の幹を圧迫せずに
留められるよう設計されました。
生産者が安全に取り付けでき、外れて
しまう心配もありません。
取り外しは、正面のつまみを上に押し
上げるだけで簡単にできます。

木にフィットする設計

使用手順

UVプロテクト
異常気象でも
耐久性を保持

育苗	/	苗木用

耐風ベルト耐風ベルト /  / アジロアジロ
製
品
紹
介

製
品
紹
介
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使用手順

材質の伸縮性
		茶：ソフト
		緑：ミディアム
		黒：ハード

オービットのフックを支柱に巻きます。
リブ状のバンドは、オービットのフックを
しっかり支柱に固定させる役割をします。
バンドを一周させ、バント穴をツメに
引っ掛けて固定します。

取り付け

オービットは、繰り返し使用が可能です。
プラスチックごみで土壌を汚染することの無い環境へ
配慮した製品です。

環境への配慮

木の成長に対応できるよう、オービットは2種類の
長さを展開しています。木の太さに応じて、バンドを
1周または2周させます。
木がさらに成長した場合でも、バンド穴をずらすこと
で調整ができます。長さ調節のためにオービットを
カットしたり、一旦外したりする必要はありません。

木へのフィット

仕様 支柱の太さ 木の太さ

ロングタイプ 15mm - 30mm 2mm - 100mm

ショートタイプ 15mm - 30mm 2mm - 40mm

特徴＆メリット
オービット 一般的な方法

耐用年数         

木の保護           

初心者向け         

フィット力         

取り付け時間（平均） 2秒 6秒

取り付け時間（平均）/再調整 2,5秒 7,5秒

作業負担の軽減          

環境への配慮         

繰り返し使用可能         
（使い捨て）

UVプロテクト
異常気象でも
耐久性を保持

製
品
紹
介

製
品
紹
介

育苗	/	苗木用

支柱バンド 支柱バンド / オービット/ オービット
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環境への取り組み
レイモ ンア グリカ ル チャー は 、地 球 の 生 態 系 に 配 慮した 材 料 の 
研究開発に投資し、革新的な新製品の開発に取り組んでいます。
レイモンアグリカルチャーの製品はいずれも材料と生産の面で最高水準の品質	
を維持しています。
全ての製品は、複数の栽培サイクルを通して繰り返し使用できます。
また世界が直面している危機的な環境問題に対して、持続可能な農業を発展	
させる使命を感じています。責任ある農業と持続可能かつ再利用可能な製品の	
開発は、農業分野のみならず、社会全体にとって必要不可欠な課題です。

100%リサイクル素材からできたプラスチック製品
レ イモ ン ア グリカ ル チャー は 、環 境 へ の 取 り 組 み として 全 て の 
自 社プラスチック製 品を高 品 質 のリサイクルプラスチックから製 造 
しています。 
使い捨てのプラスチック製品を再利用して新しい製品を作ることで、生態系
に有害なプラスチック廃棄物の量を減らし、資源を守ることを目指しています。 
またレイモンは再利用プラスチックを加工し、市場でも高品質な製品を提供
しています。

生分解性シリーズ
当社の生分解性シリーズは、生分解およびコンポストが可能な環境に優しい製品です。
（近日発売予定）

生分解性材料の保管条件
•	箱に入れ、涼しく湿気の無い場所で保管してください。
•	日光や熱を発するものにさらさないでください。
•	使用前24時間は温かい場所に置いていください。

環境への取り組み 製品仕様
製品名 表記 直径 色 材料 生分解性

材料 個数	/	箱 箱サイズ	
(cm)

イージー	
クリップ

14

CPB14
CBN 14  
(生分解性)

14 mm 黒/白 PP あり 17,000 58x40x38

エルゴ	
クリップ	

14,5
EPB14,5 14,5 mm 黒 PP - 16,000 58x40x38

クラシック	
クリップ

 21S

CPB21S 
CBN21S  
(生分解性)

21 mm 黒/白 PP あり 10,500 58x40x38

イージー	
クリップ

23

CPB23
CBN23 
(生分解性)

23 mm 黒/白 PP あり 13,000 58x40x38

イージー	
クリップ

26

CPB26 
CBN26 
(生分解性)

26 mm 黒/白 PP あり 7,500 58x40x38

フレックス	
トラス

TPB6 
TBNS6 
(生分解性)

6 mm 黒/白 PP あり 19,000 58x40x38

ツインフック
THPB17 
HBN20 
(生分解性)

17 mm 黒/白 PP あり 5,500 58x40x38

クラシック	
フック — 紐の長さ

1,2-2 m
紐
黒/白

紐
PP あり 仕様により異なる

リール	
フック — 紐の長さ

1,2-2 m
紐
黒/白

紐
PP あり 仕様により異なる

アジロ	
ロング AGILO — 黒/茶 PVC なし 100 58x39x20

アジロ	
ショート AGILO — 黒/茶 PVC なし 120 58x39x20

オービット	
ロング

ORBIT LONG 
F. — 黒/茶/緑 PVC なし 1,200 58x39x20

オービット	
ショート

ORBIT 
SHORT F. — 黒/茶/緑 PVC なし 1,680 58x39x20


