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代表取締役　田中裕敏

2022 年価格表発送のお知らせ

　皆様におかれましては益々ご発展の事とお喜び申し上げます。
　
　本年におきましては春からの海上コンテナ物流の世界的混乱で皆様に大変ご迷惑をお
かけいたしましたことを始めにお詫び申し上げます。　
　また報道などですでにご存じのことと存じますが、コロナウィルスの影響で本年春か
ら世界的肥料原料の価格高騰が急激に進んでおります。直近では中国の肥料輸出禁止の
影響やヨーロッパの天然ガスの大高騰、原油価格の上昇も加わり肥料価格だけではなく
化学品、物流コストの増大も深刻な状況となっております。また日本においては為替の
円安が進んでいる結果、国内の輸入品全般にわたって価格の高騰が問題となっておりま
す。
　シンプロット社肥料も肥料原料の高騰等の影響で春以降すでに毎月のように価格が上
がっております。弊社としては安定した価格を維持することが最重要と考え、その実現
のためにシンプロット社とも様々な交渉をしてまいりました結果、今回の価格を提示す
ることとなりました。値上げ幅を最大限抑える努力はいたしましたが、残念ながら 21
年に比べて価格を上げざるをえなくなりました。特にリン、カリ原料の上昇が著しいた
めリン、カリの成分が高いものは値上げ幅が大きくなっております。また今回の価格が
来年秋まで適応できるか現時点では確定できていません。可能な限り期中の値上げは避
ける努力をいたしますが最悪の場合は何卒ご理解のほどお願い申し上げます。もちろん
値下げの場合は速やかに改訂いたします。
　以前お電話でお問い合わせいただいた方に価格の予想をお話ししましたが、その時以
降で条件が変わってしまったため今回の価格となっております。大変ご迷惑をおかけし
ますが何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
　入庫のタイミングについてはシンプロット社は食料品で膨大な輸出量があるため、他
社より優位に船会社と契約していますがそれに加え来春は遅れの無いように通常より早
くすでに手配を始めております。

資料としてシンプロット社から提出された国際相場の状況報告の書類を添付いたしまし
たのでご参照いただければ幸いです。

最後になりましたが、厳しい状況下ではございますが今後ともより一層のご愛顧のほど
心よりお願い申し上げる次第でございます。
ご不明の点はご遠慮なくお問い合わせいただければ幸いでございます。

敬具
　



2021/11/27

Product
Code

配合 商品名 荷姿 希望小売価格価格 備考

7517450 21-2-21 カスケードK 22.50 ¥5,800

78766150 21-4-7 ベスト・エクステンド 22.50 ¥5,700

7402150 16-6-8 ターフシュープリーム１６・ＮＳＮ 22.50 ¥4,800

80688950 24-5-10 ベストＮＰ－Ｘ24 22.50 ¥5,700

750825 22-5-10 ショートカット２２ 22.50 ¥6,000

7446150 41-0-0 ギャラクシーワンミニ４１ 22.50 ¥8,100

7405450 24-4-12 ユーマックスミニ２４ 22.50 ¥6,100

7441350 42-0-0 ギャラクシーワン４２ 22.50 ¥7,400

1102750 46-0-0 ユーマックス４６ 22.50 ¥8,200

1102850 46-0-0 ユーフレックス４６ 22.50 ¥7,000

7401850 10-4-16 マイクログリーン１０ 22.50 ¥5,100

7425650 20-3-20 グリーンズキング２０ 22.50 ¥8,500

7425350 18-2-24 グリーンズキング１８ 22.50 ¥8,100

7425250 10-21-21 グリーンズキング１０ 22.50 ¥7,800

7405450 24-4-12 ユーマックスミニ２４ 22.50 ¥6,100

7446350 0-0-45 ギャラクシーワンマイクロ加里 22.50 ¥10,100

スパイカースプレッダー 1台 ¥40,000

ニュートリスフィアーN液肥用 9.46L ¥40,000 運賃込み

アベイル液肥用 9.46L ¥93,000 運賃込み

ハイドレックス（1kgx5） 5ｋｇ ¥31,000 運賃込み

ハイドレックス（22.5ｋｇ） 22.5ｋｇ ¥139,000 運賃込み

●上記価格は、東京、大阪倉庫渡し価格です。倉庫から納入先までの運賃は別途お問い合わせください。
●札幌倉庫渡し価格は上記価格に１００円/袋、加算となります。
注）為替、原料価格等の急激な変動により、価格は予告無く変わる場合がございます。
注）ハイドレックスの価格は変わる場合がありますのでご注意ください

希望小売価格表（東京、大阪倉庫渡し）

２０２２年価格表

シンプロット社プロフェッショナルプロダクツ
 



2021/11/27現在

（消費税抜き）

商品名 荷姿（L） 重量(kg) 希望小売価格 備考

シグネチャー・キレートアイアン 10 13 12,000                      

シグネチャー・キレートマグネシウム 10 13 13,000                      

シグネチャー・コントロールPK 10 15 22,000                      

シグネチャー・アイアンプラス 10 14 12,000                      

シグネチャー・リキッドケルプ 10 11 29,000                      

シグネチャー・トレース 10 14 13,000                      

リキマックストリプル１０ 10 13 16,000                      

リキマックス１０ 10 13 13,000                      

リキマックス１２ 10 14 16,000                      

リキマックス４０ 10 13 13,000                      

リキマックスグリーンマックス 10 14 13,000                      

シンプロット・リキッドシリカ 10 14 20,000                      

シグネチャー・キレートカルシウム 10 14 18,000                      新商品

●上記価格は北海道・沖縄を除くゴルフ場渡し（運賃込み）価格です。

●北海道は１ボトルあたり１０００円増となります。 株式会社ヒューエンタープライズ
●沖縄県は運賃別途となります。

シンプロットプロライン液肥価格表
＜２０２２年１０Ｌボトル価格表＞

ProLine

2021/11/27



商品名 荷姿 重量 希望小売価格（税抜き） 最小発注ロット

リキマックス４０ 200L 270 155,000                        1

リキマックス１０ 200L 260 169,000                        5

リキマックス１２ 200L 280 225,000                        5

リキマックスグリーンマックス 200L 270 163,000                        1

リキマックス・トリプル１０ 200L 250 206,000                        5

シグネチャー・コントロールPK 200L 310 329,000                        5

シグネチャー・アイアンプラス 200L 280 120,000                        1

シグネチャー・キレートマグネシウム 200L 260 142,000                        1

シンプロット・リキッドシリカ 200L 280 305,000                        1

シグネチャートレース 200L 270 160,000                        1

シグネチャーキレートアイアン 200L 260 138,000                        1

シグネチャーリキッドケルプ 200L 210 483,000                        5
●基本的に東京倉庫渡し価格となります。

●受注後の輸入となりますので３～６ヶ月かかる場合があります。 株式会社ヒューエンタープライズ
●倉庫からの運賃は別途となります。

シンプロットプロライン液肥200Lドラム価格表

＜２０２１年価格表＞

2021/11/27



2022年 税別表示

商品名 商品内容 希望小売価格 備考

トゥルージップマイクロ 硫酸カルシウム（細粒） ¥4,700

トゥルージップスタンダード 硫酸カルシウム（普通粒） ¥4,200

ドロマイトグリーン 苦土石灰（細粒） ¥4,200

ドロマイトスタンダード/ミニ 苦土石灰（普通粒） ¥4,000

トゥルーライムミニ 炭酸カルシウム（小粒） ¥3,900

トゥルーライムスタンダード 炭酸カルシウム（普通粒） ¥4,000

注）弊社倉庫置場渡し価格です。倉庫からの運賃が別途かかります。

株式会社ヒューエンタープライズ

シンプロット社粒状カルシウム資材価格表
（すべて22.5kg袋）



ガロン リッター

シンプロット社 リライ２(Rely2) 5 18.93 ¥59,000 運賃含む

シンプロット社 リウェット(Rewet) 5 18.93 ¥39,000 運賃含む

シンプロット社 ブリリアンス(Brilliance) 5 18.93 ¥53,000 運賃含む

シンプロット社 シリンジウルトラ 55 208.19 ¥233,000 運賃別途

ニューモレーター社 レトロ 5 18.93 ¥71,000 運賃含む

ニューモレーター社 リバランス 5 18.93 ¥54,000 運賃含む

ニューモレーター社 ポセイドン 5 18.93 ¥64,000 運賃含む

価格はボトル単位です。

価格は予告なく変更する場合があります。

メーカー

株式会社ヒューエンタープライズ

2022年芝生用浸透剤価格表

荷姿
希望小売価格（税抜き） 備考



1/2
株式会社ヒューエンタープライズ

株式会社ヒューエンタープライズ
50km　　 100km 150km　 200km　 250km　 300km 350km 400km 450km   500km 550km 600km 650km 700km 

50 Ｋｇ迄 ¥2,100 ¥2,250 ¥2,400 ¥2,550 ¥2,700 ¥2,700 ¥2,850 ¥2,850 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,150 ¥3,150 ¥3,300 ¥3,300
100 Ｋｇ迄 ¥2,700 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,600 ¥3,750 ¥3,900 ¥4,050 ¥4,200 ¥4,350 ¥4,500 ¥4,650 ¥4,800 ¥4,950 ¥5,100
150 Ｋｇ迄 ¥3,450 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,650 ¥4,950 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,700 ¥6,000 ¥6,150 ¥6,450 ¥6,750 ¥7,050 ¥7,200
200 Ｋｇ迄 ¥4,200 ¥4,650 ¥5,100 ¥5,700 ¥6,000 ¥6,300 ¥6,750 ¥7,200 ¥7,500 ¥7,800 ¥8,250 ¥8,700 ¥9,000 ¥9,300
250 Ｋｇ迄 ¥4,950 ¥5,400 ¥6,000 ¥6,750 ¥7,200 ¥7,500 ¥8,100 ¥8,700 ¥9,150 ¥9,450 ¥10,050 ¥10,650 ¥11,100 ¥11,400
300 Ｋｇ迄 ¥5,700 ¥6,150 ¥6,900 ¥7,650 ¥8,250 ¥8,700 ¥9,450 ¥10,050 ¥10,650 ¥11,100 ¥11,850 ¥12,450 ¥13,050 ¥13,500
350 Ｋｇ迄 ¥6,300 ¥6,900 ¥7,800 ¥8,550 ¥9,300 ¥9,900 ¥10,650 ¥11,400 ¥12,150 ¥12,750 ¥13,500 ¥14,250 ¥15,000 ¥15,600
400 Ｋｇ迄 ¥6,900 ¥7,650 ¥8,700 ¥9,450 ¥10,350 ¥11,100 ¥12,000 ¥12,750 ¥13,650 ¥14,400 ¥15,300 ¥16,050 ¥16,950 ¥17,700
450 Ｋｇ迄 ¥7,500 ¥8,400 ¥9,450 ¥10,350 ¥11,400 ¥12,300 ¥13,200 ¥14,100 ¥15,150 ¥16,050 ¥16,950 ¥17,850 ¥18,900 ¥19,800
500 Ｋｇ迄 ¥8,100 ¥9,150 ¥10,200 ¥11,250 ¥12,300 ¥13,350 ¥14,400 ¥15,450 ¥16,650 ¥17,700 ¥18,750 ¥19,650 ¥20,700 ¥21,750
600 Ｋｇ迄 ¥9,600 ¥10,800 ¥12,000 ¥13,350 ¥14,700 ¥15,900 ¥17,100 ¥18,300 ¥19,650 ¥21,000 ¥22,200 ¥23,250 ¥24,450 ¥25,650
700 Ｋｇ迄 ¥10,950 ¥12,450 ¥13,800 ¥15,450 ¥16,950 ¥18,300 ¥19,800 ¥21,150 ¥22,800 ¥24,300 ¥25,650 ¥26,850 ¥28,200 ¥29,550
800 Ｋｇ迄 ¥12,300 ¥14,100 ¥15,600 ¥17,400 ¥19,050 ¥20,700 ¥22,350 ¥24,000 ¥25,800 ¥27,600 ¥29,100 ¥30,450 ¥31,950 ¥33,450
900 Ｋｇ迄 ¥13,650 ¥15,600 ¥17,400 ¥19,350 ¥21,300 ¥23,100 ¥25,050 ¥26,850 ¥28,800 ¥30,750 ¥32,400 ¥34,050 ¥35,700 ¥37,350

1000 Ｋｇ迄 ¥15,000 ¥17,100 ¥19,200 ¥21,300 ¥23,400 ¥25,500 ¥27,600 ¥29,700 ¥31,800 ¥33,900 ¥35,850 ¥37,650 ¥39,450 ¥41,250
1100 Ｋｇ迄 ¥16,350 ¥18,750 ¥21,150 ¥23,400 ¥25,650 ¥27,900 ¥30,300 ¥32,550 ¥34,800 ¥37,050 ¥39,150 ¥41,100 ¥43,200 ¥45,150
1200 Ｋｇ迄 ¥17,700 ¥20,400 ¥23,100 ¥25,500 ¥27,900 ¥30,300 ¥32,850 ¥35,400 ¥37,800 ¥40,200 ¥42,450 ¥44,550 ¥46,800 ¥49,050
1300 Ｋｇ迄 ¥19,050 ¥22,050 ¥24,900 ¥27,600 ¥30,150 ¥32,700 ¥35,400 ¥38,100 ¥40,800 ¥43,350 ¥45,750 ¥48,000 ¥50,550 ¥52,950
1400 Ｋｇ迄 ¥20,400 ¥23,700 ¥26,700 ¥29,700 ¥32,400 ¥35,100 ¥37,950 ¥40,800 ¥43,650 ¥46,500 ¥49,050 ¥51,450 ¥54,150 ¥56,850
1500 Ｋｇ迄 ¥21,750 ¥25,350 ¥28,500 ¥31,800 ¥34,650 ¥37,500 ¥40,500 ¥43,500 ¥46,500 ¥49,500 ¥52,200 ¥54,900 ¥57,900 ¥60,750
1600 Ｋｇ迄 ¥23,100 ¥27,000 ¥30,300 ¥33,900 ¥36,900 ¥39,900 ¥43,050 ¥46,200 ¥49,350 ¥52,500 ¥55,500 ¥58,350 ¥61,500 ¥64,650
1700 Ｋｇ迄 ¥24,450 ¥28,500 ¥32,100 ¥36,000 ¥39,150 ¥42,300 ¥45,600 ¥48,900 ¥52,200 ¥55,500 ¥58,650 ¥61,800 ¥65,250 ¥68,550
1800 Ｋｇ迄 ¥25,800 ¥30,000 ¥33,900 ¥38,100 ¥41,400 ¥44,700 ¥48,150 ¥51,600 ¥55,050 ¥58,500 ¥61,950 ¥65,250 ¥68,850 ¥72,300
1900 Ｋｇ迄 ¥27,150 ¥31,500 ¥35,700 ¥40,050 ¥43,650 ¥47,100 ¥50,700 ¥54,300 ¥57,900 ¥61,500 ¥65,100 ¥68,700 ¥72,300 ¥75,900
2000 Ｋｇ迄 ¥28,500 ¥33,000 ¥37,500 ¥42,000 ¥45,750 ¥49,500 ¥53,250 ¥57,000 ¥60,750 ¥64,500 ¥68,250 ¥72,000 ¥75,750 ¥79,500

路線便・重量

東京・大阪倉庫起点全国路線便配送料金表(2020年１月以降）



2/2
株式会社ヒューエンタープライズ

750km 800km 850km 900km 950km 1000km 1100km 1200km 1300km 1400km 1500km 1600km 
50 Ｋｇ迄 ¥3,450 ¥3,450 ¥3,600 ¥3,600 ¥3,750 ¥3,750 ¥3,900 ¥4,050 ¥4,200 ¥4,350 ¥4,500 ¥4,650

100 Ｋｇ迄 ¥5,250 ¥5,400 ¥5,550 ¥5,700 ¥5,850 ¥6,000 ¥6,300 ¥6,600 ¥6,900 ¥7,200 ¥7,500 ¥7,800
150 Ｋｇ迄 ¥7,500 ¥7,800 ¥8,100 ¥8,250 ¥8,550 ¥8,850 ¥9,300 ¥9,900 ¥10,350 ¥10,950 ¥11,400 ¥11,850
200 Ｋｇ迄 ¥9,750 ¥10,200 ¥10,500 ¥10,800 ¥11,250 ¥11,700 ¥12,300 ¥13,200 ¥13,800 ¥14,700 ¥15,300 ¥15,900
250 Ｋｇ迄 ¥12,000 ¥12,600 ¥13,050 ¥13,350 ¥13,950 ¥14,550 ¥15,300 ¥16,500 ¥17,250 ¥18,450 ¥19,200 ¥19,950
300 Ｋｇ迄 ¥14,250 ¥14,850 ¥15,450 ¥15,900 ¥16,650 ¥17,250 ¥18,300 ¥19,650 ¥20,700 ¥22,050 ¥23,100 ¥24,150
350 Ｋｇ迄 ¥16,350 ¥17,100 ¥17,850 ¥18,450 ¥19,200 ¥19,950 ¥21,300 ¥22,800 ¥24,150 ¥25,650 ¥27,000 ¥28,350
400 Ｋｇ迄 ¥18,600 ¥19,350 ¥20,250 ¥21,000 ¥21,900 ¥22,650 ¥24,300 ¥25,950 ¥27,600 ¥29,250 ¥30,900 ¥32,550
450 Ｋｇ迄 ¥20,700 ¥21,600 ¥22,650 ¥23,550 ¥24,450 ¥25,350 ¥27,300 ¥29,100 ¥31,050 ¥32,850 ¥34,800 ¥36,750
500 Ｋｇ迄 ¥22,800 ¥23,850 ¥24,900 ¥25,950 ¥27,000 ¥28,050 ¥30,150 ¥32,250 ¥34,350 ¥36,450 ¥38,550 ¥40,650
600 Ｋｇ迄 ¥27,000 ¥28,350 ¥29,550 ¥30,750 ¥32,100 ¥33,450 ¥35,850 ¥38,550 ¥40,950 ¥43,500 ¥46,050 ¥48,600
700 Ｋｇ迄 ¥31,200 ¥32,850 ¥34,200 ¥35,550 ¥37,200 ¥38,850 ¥41,550 ¥44,850 ¥47,550 ¥50,550 ¥53,550 ¥56,550
800 Ｋｇ迄 ¥35,400 ¥37,350 ¥38,850 ¥40,350 ¥42,300 ¥44,250 ¥47,100 ¥51,000 ¥54,000 ¥57,450 ¥60,900 ¥64,350
900 Ｋｇ迄 ¥39,600 ¥41,700 ¥43,350 ¥45,000 ¥47,250 ¥49,500 ¥52,650 ¥57,150 ¥60,450 ¥64,350 ¥68,100 ¥71,850

1000 Ｋｇ迄 ¥43,650 ¥46,050 ¥47,850 ¥49,650 ¥52,200 ¥54,750 ¥58,050 ¥63,150 ¥66,750 ¥71,100 ¥75,150 ¥79,200
1100 Ｋｇ迄 ¥47,850 ¥50,400 ¥52,350 ¥54,300 ¥57,150 ¥59,850 ¥63,450 ¥69,000 ¥72,900 ¥77,700 ¥82,050 ¥86,400
1200 Ｋｇ迄 ¥51,900 ¥54,600 ¥56,700 ¥58,800 ¥61,800 ¥64,800 ¥68,700 ¥74,700 ¥78,900 ¥84,150 ¥88,800 ¥93,450
1300 Ｋｇ迄 ¥55,800 ¥58,650 ¥61,050 ¥63,300 ¥65,850 ¥68,250 ¥73,950 ¥80,250 ¥84,750 ¥90,450 ¥95,400 ¥100,350
1400 Ｋｇ迄 ¥59,850 ¥62,700 ¥65,250 ¥67,800 ¥71,250 ¥74,550 ¥79,050 ¥85,650 ¥90,450 ¥96,600 ¥101,850 ¥107,100
1500 Ｋｇ迄 ¥63,750 ¥66,750 ¥69,600 ¥72,300 ¥75,900 ¥79,350 ¥84,150 ¥90,900 ¥96,150 ¥102,600 ¥108,150 ¥113,700
1600 Ｋｇ迄 ¥67,800 ¥70,800 ¥73,800 ¥76,800 ¥80,400 ¥84,000 ¥89,250 ¥96,150 ¥101,850 ¥108,600 ¥114,450 ¥120,300
1700 Ｋｇ迄 ¥71,700 ¥74,850 ¥78,150 ¥81,300 ¥84,900 ¥88,500 ¥94,350 ¥101,400 ¥107,550 ¥114,450 ¥120,750 ¥127,050
1800 Ｋｇ迄 ¥75,600 ¥78,900 ¥82,350 ¥85,800 ¥89,400 ¥93,000 ¥97,950 ¥106,650 ¥113,250 ¥120,300 ¥127,050 ¥133,800
1900 Ｋｇ迄 ¥79,500 ¥82,950 ¥86,550 ¥90,150 ¥93,900 ¥97,500 ¥104,550 ¥111,900 ¥118,950 ¥126,150 ¥133,350 ¥140,550
2000 Ｋｇ迄 ¥83,250 ¥87,000 ¥90,750 ¥94,500 ¥98,250 ¥102,000 ¥109,500 ¥117,000 ¥124,500 ¥132,000 ¥139,500 ¥147,000

※上記運送料金は消費税を含んでおりません。
● 2000kg以上の定期便ではお取扱いができませんので、４トン車、１０トン車チャーター便のお見積をその都度ご依頼下さい。
● 2000kg迄は路線便運賃（名鉄・西濃便）
　　　*効率の良い車輌の組み合わせにより納入させていただきますが、納入先での車輌指定等により配送重量だけでは判断できない場合が
　　　　ありますので、納入先での納入条件等を事前にご指示いただけます様、お願いいたします。
●以下のケースでは上記運送料金に割増料金をご請求させていただく場合や、都度運送料金を取り決めさせていただく場合があります。
　① 納入先が沖縄・離島・特別配送地域。
　② 本州、北海道間の配送は別途、\10/kgの航送料が加算されます。
※納期については都度お問い合わせいただけます様お願いいたします。また、お伝えした納期について
　 悪天候・天災及び交通障害等の不可抗力により、遅延する場合もありますのでご了承願います。
※その他、現状想定外の事案につきましては、都度ご相談させて上取り決めさせていただきます。

路線便・重量



2021年

シンプロット肥料ユーザー価格
（シンプロット社肥料年間100袋以上購入コー

ス様）
一般ユーザー価格 備考

定価 定価

S3C 完全土壌分析 ¥7,000 ¥15,000 NPK微量要素CECなどの分析、推奨値あり

S13 USGA砂粒度分析 ¥6,000 ¥12,000 USGA分類によるグリーン用床砂、目砂のための
分析

S15 土壌粒度分析 ¥5,000 ¥10,000 砂、シルト、クレイなどの土壌分類のための分析

W2 散水水分析 ¥9,500 ¥12,000

PT2 葉身養分分析 ¥7,000 ¥10,000

S12 透水係数 ¥9,500 ¥13,000 土壌４リットル必要

追加調整料(1点当たり） ¥1,500 ¥2,500 サンプルの状態が悪く、調整が必要な場合

「土壌分析の手引き」をご覧ください。弊社までの輸送代は含みません。
所定のサンプル袋に手引書に指定された状態で調整してお送りください。適正なサンプル上ではなくこちらで調整が必要な場合は別途調整代がかかることがあります。
試験は米国「A&Lラボラトリー」で行います。価格は消費税抜表示
各分析結果は電子メールでサンプル到着後１～２週間で届きます。
シンプロットユーザー価格は前年度に粒状肥料100袋以上納入実績のあるゴルフ場様向けの価格になります。納入実績のないゴルフ場様は一般ユーザー価格となります。
追加調整料金：所定の袋への詰め替え、乾燥など弊社で追加の作業が必要となった場合に追加の調整料をいただきます。

株式会社ヒューエンタープライズ

試験コード 分析内容

土壌分析等価格表



下記商品の価格はまだ確定して下りませんので別途ご連絡申し上げます。

○洋芝種子

○スペクトラム社計測機器

○ハイドレックス



しば子先生のミニミニ芝生教室
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