
◉卓上ビオトープ「アクアスプラウト」	 

	 

“アクアポニックス”という、「未来の農業」と呼ばれている農法があります。簡

単に説明すると、魚の養殖と野菜の水耕栽培が合体した農法、つまり、魚を飼うこ

とで野菜が育てられます。	 

	 

魚と野菜が同時に育てられたり、節水ができたり、土が必要ないため場所を選ばな

かったり、規模を自由に調整できたりと、様々な可能性を秘めた農法として注目を

浴びています。この“アクアポニックス”を家庭に身近な形でデザインしたものが、

卓上ビオトープ「アクアスプラウト」です。	 

	 

都会に住んでいても自然の生態系を体感し、味わうことができる、全く新しい形の

家庭菜園です。	 

	 

	 

循環のスタート地点は、下の水槽。魚のフンを含んだ水がポンプによって上部の野

菜の栽培ベッドに運ばれます。ここには、土の代わりに使うハイドロボールと呼ば

れる粒状の粘土を高温で焼いたものが敷き詰められ、下から半分以上は水に浸った

状態です。この汲み上げられた水をバクテリアが植物の養分へと分解し、これを栄

養として植物が育ちます。そして、植物によって浄化されたキレイな水が再び水槽

に戻る、という「循環菜園」です。	 

ご家庭に”小さな生態系”を置くことができます。	 

	 

製品について	 

製品名	 卓上ビオトープ「アクアスプラウト」	 

販売予定時期	 12 月中旬	 

セット内容	 本体、水槽（幅 515mm）、ハイドロボール（野菜を育てる土の

代わりになるもの）、ライトスタンド、取扱説明書	 



定価（税抜）	 34,800 円	 	 	 /	 	 29,800 円（水槽なし）	 

寸法	 幅 73cm×奥行 20.5cm×高さ 45.5cm	 

※ライトスタンドを含めると高さ約 90cm（下記写真を参照）	 

適応水槽サイズ	 付属の水槽（51.5cm）、45cm（規格品）	 

重さ	 約 63kg	 	 	 ※本体だけは約 12kg	 

メーカー	 アクアスプラウト社（アメリカ、テキサス州）	 

弊社と共同開発した商品です	 

製造国	 中国	 

EAN コード	 0040232914997	 

特許	 世界で取得済（類似商品は特許侵害となります）	 

在庫保管場所	 弊社倉庫（埼玉県川越市）に保管	 

※株式会社おうち菜園は、日本の総代理店となります。	 

	 

	 

	 

販売について	 

販売価格（税抜）	 22,620 円	 	 /	 	 19,370 円（水槽なし）	 

送料	 水槽なしの場合は関東圏内無料、水槽ありの場合は実費	 

納期	 ご注文いただいた日の翌営業日に出荷	 

	 

宣伝広告	 

・パブリシティ（テレビ、雑誌、ネット等）	 

・おうち菜園 WEB マガジンへの記事掲載：http://www.ouchisaien.com	 

・アクアポニックスニュースへの記事掲載：http://aquaponics.co.jp/	 



不良品の対応について	 

動かすのは水中ポンプのみなので、不良品とは、傷やパーツの欠品を指します。出

荷前にすべて確認するので不良品は発生いたしませんが、万が一発生した場合は交

換いたします。	 

	 

安全性	 

安全性は極めて高く、角も丸くしているので怪我など発生しにくい構造です。小さ

いお子さんがハイドロボールを口にいれたりする可能性があるため、取扱説明書で

水槽台の使用を薦めるなど説明しております。	 

	 

立上げの方法	 

本製品は、水槽の立上げがうまくいけば、殆どメンテナンスが必要ありません。一

方で立上げに失敗すると、魚が死んだり、植物が育たないことがあります。取扱説

明書に詳しく記載をしております。	 

	 

特徴	 

! 魚と野菜を同時に育てることで、メンテナンスが軽減します。人が行うのは、
魚へのエサやりと蒸発した水を週に１度足してあげるだけ（※水換えをしなく

ても魚や野菜に影響はありませんが、コケなどが気になる方は行ってください）	 

野菜	 水やり不要（通常の土耕栽培で使う水の９０％節水できます）、

肥料不要、土づくり不要	 

魚	 

（淡水魚）	 

水槽の水換え頻度が下がる。フィルター不要。	 

（汚れたと感じたら換えます。感じ方が人それぞれなので一概

に言えませんが、確実に頻度は下がります）	 

! 都会に住んでいても、家庭で自然の生態系を体感し、収穫物を味わうことがで
きます。（日光が当らない室内だと別途 LED ライトが必要です）	 

! 本体と水槽は取り外しが可能。既に水槽で金魚などを飼育されている場合は、
本体のみ購入して取り付けすることができます。	 

	 

セット販売できる商品	 

種類	 商品名	 メーカー	 

魚	 金魚、鯉、メダカなど	 -	 

魚のエサ	 テトラ	 フィン	 200ｇ	 テトラ	 

水心 SSPP-3S（60cm 以下水槽用）	 水作	 
エアーポンプ	 

MUTE	 D	 ニッソー	 

エアチューブ	 スリムチューブ	 1.5m	 水作	 



	 DX チューブ	 5m	 ブラック	 スドー	 	 

バブルメイト	 小	 スドー	 	 
エアーストーン	 

エアーカーテン 30ｃｍ	 ニッソー	 

コンパクトポンプ	 600	 50Hz（東日本用）	 エーハイム	 
ポンプ	 

コンパクトポンプ	 600	 50Hz（西日本用）	 エーハイム	 

試薬	 ｐｈ、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩	 -	 

苗または種	 ハーブ、レタスなど	 -	 

アヌビアスナナ	 -	 
水草	 

カボンバ	 -	 

人口水草	 テトラ	 フレキシブルプラント	 	 テトラ	 

バックスクリーン	 ＡＲＴＩ４５	 ジェットブラック	 -	 

わさい	 No.2	 すみ色×3袋	 コトブキ	 

ナチュラルグラベル	 リバー	 L サイズ	 3kg	 水作	 底砂	 

Volcano（溶岩砂）ミディアム	 	 -	 

極細水温計スリムメーター	 K-102	 コトブキ	 
水温計	 

スドー	 スリム水温計	 スドー	 	 

ヒーター	 スタンディ SH120	 ヒーター	 	 ジェックス	 

ヴォルテス	 30W	 クリップなし	 ヴォルテス	 
LED ライト	 

アクシーエルシー300	 ホワイト	 アクアシステム	 

バクテリア	 スーパーバイコム 78	 BICOM	 

ピンセット	 JAQNO	 ピンセット（Ｌ）	 JAQNO	 

水槽台	 90cm	 プロスタイル	 900L	 ブラック	 	 コトブキ	 

※商品名は、参考までに適したものを選択しておりますが、他のものでも可能です。	 

※黄色箇所の商品は必須、他はオプションとなります。	 

	 

アメリカでアクアポニックスの使われ方	 

! “コミュニケーションツール”として、子どもを持つ家庭が楽しんでいます。	 
! “食育”を教えるツールとして、教育現場（小学校など）で使用されています。	 
! “園芸介護”のツールとして、老人ホームなどで使用されています。	 
	 

アクアポニックスについて補足説明	 

ご参考までに。	 

http://aquaponics.co.jp/about-aquaponics/	 

	 

	 

	 



株式会社おうち菜園	 

〒231-0012 横浜市中区相生町 3-61	 泰生ビル 2F	 

代表取締役	 濱田	 健吾	 	 	 

TEL：	 045-443-6252	 	 FAX：020-4666-6061	 携帯：090-1923-0984	 

設立：	 2014 年 4 月 2 日	 

事業内容：	 家庭菜園 WEB マガジンの運営、家庭菜園資材の EC、家庭菜園の講座運

営	 

家庭菜園 WEB マガジン：http://www.ouchisaien.com	 

家庭菜園 EC サイト	 	 ：http://ouchisaien-onlinestore.com/	 

アクアポニックスサイト：http://aquaponics.co.jp/	 

	 


