息吹農法 発進

息吹農法の玉ねぎ 大評判!

（北海道道央地区）

岐阜県各務原市
カレーショップ ファルコン様

農産物の3大品目である、じゃが芋、たまねぎ、人参。これを主
力に有力産地グループ形成と市場拡大に全力を尽くしています。
今回の現地確認ですが、たまねぎの糖度が中心部で12.5度あり、
通常平均8度前後に比べ、はるかに高い! それにも増して食感に
腰があり、調理時の肉ヤセも少ない。
大規模栽培でも簡単
に効果が一作目より
発現され、また大玉
率と歩止まりもよく、
さらに鮮度も向上す
るため出荷箱数は大
きく増加します。

「息吹の甘い玉ねぎ」をふ
んだんに使い、小麦粉や
ルーを使わない本格的な
インドカレー店がオープン。
市主催のカレー祭にも出
店され、味の良さが大好
評でした。

型・サイズも揃っている
品種：スーパー北もみじ
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土壌改良剤 息吹農法グレードLDを使って天然物に近い強い生命力と高い栄養価を持ち、
しかも効率よく生産された水稲や野菜、果物、花卉、畜産物等の農産物の総称です。LDと
はLively＆Delicious（活き活き おいしい）の略です。
息吹及び息吹農法は、以上を意味する登録商標です。

歯ごたえ抜群!! 土佐文旦
（高知県 A農園様）
（秋田県 Nさん 水稲、野菜）
Sさん

水稲、野菜）

（山口県 Tさん 水稲、庭木）
（長野県 Sさん 水稲、大豆、野菜）

父（「俺がいなく
なってもこれだ
けは使え」と言っ
ていました）の
遺言通りのいい
苗ができていま
す。ありがとう
ございます。
（神奈川県 Kさん
水稲、
トマト、
きゅうり）

（栃木県 Oさん 食用菊、野菜）

えぐ味が少な
く、鮮度抜群!
それにも増し
て驚くのは、
実の歯ごたえ
の良さ!
来年度も楽し
みにしていま
す。大玉率や
鮮度の向上も
大きな利点で
すよ!

りっぱな文旦 味は最高!
（3月14日 撮影）

全野研より 感謝状

Tさん

個人情報の
取扱いについて

ケール、野菜）

（岐阜県 Yさん 水稲）

弊社では息吹だより等の送付にお客様の個人情報（お名前、ご住所、お電話番号、購入履歴等）を利用させていた
だいております。また、それらの個人情報をお客様ご本人のご了承なしに第三者に提供することはいたしません。

取扱販売店
大変厳しい暑さの中、御苦労された
方も多いとお察し申し上げます。
健康で、安心・安全・おいしい物を
いただくことは、当たり前ではなく
なっているようです。「本物」の育て
方や味を大切にしたいですね。（山田）

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキと
古紙配合率100％再生紙を使用しています

（東京都）

今年で設立52年を迎えた全国野菜技術研究会の東京大会が開催されました。
トマトやキュウリの施設園芸農家を中心に、情報や技術を公開し合い、お互
いのレベルの向上に努めていこうとする全国組織です。
当社も養田昇前会長の御推薦で企業会員として10年程前に入会し、この度
は感謝状が贈られました。これもひとえに、御愛顧いただいた息吹愛好家皆
様の好成績の賜物と感謝致してお
テ員感
ッ会謝全
ク山状野
ります。今後とも会及び会員の皆
白口が研
井和贈発
孝夫ら
様の御発展
社委れ展
に
長員た寄
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︑
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井ー
・
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錦ス会社
一バ実に
社イ行対
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長オ委し
ざいました。
皆様に感謝です

スタイリッシュグリーン 盆栽教室
（岡山県
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TEL（058）241−2401 FAX（058）241−2287
http://www.hanyokagaku.com
E-mail : ibuki@hanyokagaku.com

話題のカレー店
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（岐阜県関市）

新作盆栽風スタイリッシュグリーンの作り方教室が開催されました。参加者は関市洞戸地区のシルバー人材センターの皆様で、
もちろん息吹農法愛好家が中心です。
会場には洞戸地区の山野草やコケが用意
され、先生役の（有）亀屋 鈴木吉成社長
の指導の下、全員童心に返ったような気
持ちで完成させました。
主催者の人材センター所長の灘豊氏は「楽
しく地域興しができれば良いし、将来は
この盆栽が、名水高賀水に継ぐ名物にな
れば」と喜んで手伝いをされていました。
手ほどきを受ける受講者（左：鈴木社長）

おことわり：この息吹だよりには特別な場合をのぞいて、生産者御氏名は記載
しておりません。必要な場合は当社までお問合せ下さい。

園芸新聞'07.8.27 記事より

作品の評価もまた楽しい

息吹及び息吹農法は商標登録済です。
販売農産物にも許可なく使用することはできません。

喜 び の 声 続 々 !!

土壌改良剤革命

えぐ味が消えた! 安全でおいしい水菜!
三重県桑名市

大規模面積にも簡単施用!!
↑

種子コーティングで好成績! 水稲
愛知県三河地区

N様

『土作り』を大事にしてきた糸見様。非常に良質な圃場で水菜・
春菊・葉葱等を作っています。もともと「えぐ味」の少ない
農産物を作っていました。
最初は水菜で試験的に対照区を作って栽培した結果、根張り
をみると息吹区の方が多細根で根量も多く、硝酸態窒素の測
定結果も、息吹区の方が低くなり、より安全でおいしい水菜
になったことがわかりました。
現在では、全面積に息吹を使って、さらに安全で、より美味
しい農産物を、安定的に出荷されています。
品 種：千筋京水菜
播種日：平成19年2月15日
収穫日：平成19年3月27日

↑

今年から水稲の乾田直播を始められました。種籾に少量の息吹
をキヒゲンと併用してコーティングするだけで、簡単に土壌改
良もできると知って使われました。今年は暑さの為、徒長し
倒伏が多かったのにも関わらず、
息吹区の水田は倒伏は少なく穂揃

いも良いと、評価を頂きました。株姿をサンプリングしても、
やはり根張りに関しては息吹の右に出るものはないというのが、
写真を見てもわかります。
現在、さらに大豆でも、息吹の種子コーティングをしていますが、
晩秋の収穫が非常に楽しみになってきました。

硝酸態窒素測定（葉部）
対照区

息吹区

各9回測定
平均値 ３.２３３ １００% ２.２２２６８.７%
単位:ppm

対照区
息吹区
初期段階ですでに大きな違いがでている
3月20日播種

食味と収量の両立

対照区
息吹区
目を見はる根張りの良さ
8月27日

枝豆での成果

息吹区

健苗育成が収穫まで効果持続
愛知県

A様

息吹標準使用法：10a分の育苗培土にLD1kg混合
（本圃は使用しなくてよい）

2粒3粒莢率向上、収量平均25％増
岐阜県（種苗メーカーハウス）
播種日：平成19年2月15日
収穫日：平成19年5月22日

収量も食味、秀品率も満足

愛知県弥富市

息吹施用区は雑草のような野性的生育をしている
（コシヒカリ 2町 8反）

岐阜県

息吹区

対照区

播種から出荷作業まで、手間が掛かる枝豆の生産。それでも
工夫をして収量アップ、秀品率を上げることも、常に生産者
の変わりのない気持ちである。
写真は播種前の種子に息吹農法LDをコーティングして、比較
栽培した写真である。枝豆生産のトップ産地を支える種苗メー
カーの協力で得られた結果である。

数十町歩の畑で露地野菜を栽培経営され、特にキャベツの味
にもこだわりを持っています。息吹農法LDに興味を持ち、競
争力のあるキャベツにしたいと、まずセル苗に使用。定植時
には、息吹区の方が全体に根の
張り・バランスがとても良いの
で、「味」も大いに期待できる
と、終始笑顔。大規模面積の経
営者にとっては、歩止まりが良
くなるだけでも、資材代は大き
左側：息吹区 根ばりがバツグン
くおつりがくるのです。

息吹を施用すると肉質が緊密でキメが細かくなります。出荷
規格ギリギリの実肥りまで持ちこたえても、
食味は落ちません。

K様

（苗木の定植時から息吹農法LDを使用）

対照区
息吹区
品種：彩音
8月6日播種 8月28日定植

対照区
息吹区
品種：彩風
8月2日播種 8月28日定植

息吹農法LDを10a当り1kg散布。
「説明
通りの大玉ができると確信できた。順
調に収穫でき、全面に使用して大変よかっ
た」と満足げ。

箱詰めを待ついちぢく

使

散布方法・時期

水

息吹LDの付着をよくするた
めに、食用油を薄く表面に塗
布する。

グレードLD
1 袋 1 kg入

￥12,600

LDミネラル
1 袋 10kg入

￥6,090〔送料別途〕

稲
播 種 床

用

量

育苗覆土に混合

本田10aに相当する育苗箱の培土に

培土調整時に混合

培土1kg（1 ）につき

苗

鉢土に混合、または表面散布
購入苗の場合は、植穴底に事前散布

本畑10aに相当する育苗培土に

本 圃

野 菜 類

播種、定植前なるべく早く
（注）
畑の土や肥料等で増量して表面散布

本 畑

果
樹
永年作物

礼肥、元肥施用時
（注）
畑の土や肥料等で増量して表面散布

畑 作

コーティング後

樹勢バランスも良い園地

基本的使用法

前処理

コーティング前

N農園様

収穫期間が長い
ブルーベリー 静岡県

種子コーティングでの使用方法

10a当り息吹LD300gを
種子にコーティング

T様

このあたりは、果樹の直売地帯で、皆
がライバルでもあり、良き仲間です。
息吹を使い始めて3年目。現在は全圃場
に使用しています。梨の糖度はいつの
時期に測っても15度以上あり、果樹組
合や、直売所で購入されるお客さんか
評判の幸水園地 大盛況です
らも、美味しい梨だと毎年評判です。
普通に剪定していても
中には、「こんなにおいしい梨は他には
600gを超える大玉!!
ない!」と毎週買いに来る方もいます。
今年は、長雨の後に一気に気温が上がっ
た為、玉が小さい時に登熟が進んでしまい、梨作りには比較的
不適な天候でしたが、幸水で600ｇを超えるものも多数収穫で
き、大玉率と食味の向上が両立する息吹農法のすごさを満喫し
ています。

大玉ぞくぞく

比較して、収量が増える

とっておきの話

花苗生産者

種苗会社の紹介で、半信半疑でしたが
息吹農法LDを使ってみた。まずベゴ
ニアの花の色の鮮やかさには感動した。
他の物と比べても断然良い! 日々草も
全く根腐れしなかった。千日草やペチュ
ニアにも使用すると、どの品種
の葉も花も色やツヤが今までに
なく良い。苗にボリューム感が
あり、色彩の良さは店頭
でも説得力は十分ある。
「こんな経験は初めてで
驚いた」と我が社に直接
電話を下さいました。こ
れからも他の品種にもど
んどん使っていきたいと
意欲的です。
「心が躍る」鮮やかに咲くベゴニア

岐阜県美濃加茂市

味 …品種によってバラツキがあるが、食感ではほとんどの品種
で大きな違いが判る

愛知県愛西市

大玉率と良食味が両立!

Y様

息吹農法LDミネラル使用3年、日
照不足と高温で心配したが、病気も
少なく、樹勢も良く、大玉で甘味の
あるいちぢくが収穫できた。歯ごた
えと日持ちも良いので、口コミで直
接買いに来るお客様も増えたのが嬉
しい。息吹を使うと大玉率と秀品率
が両立し、年々パック数も確実に増
えている。今年も好調です。

根張り …根量、根粒菌、根色からハッキリ違う
着 粒 …莢は茎にまんべんなく着き、下部に重点的に着いたものと
食

対照区
息吹区
食味、食感もけた違いに良い

今年も好調! いちぢく

対照区

鮮やか! 百日草、千日草、ベゴニア 他

糸見良平様

育

（注）増量は少し湿らせたもの20〜50

本畑10aにつき

LDの場合

LDミネラルの場合

300g

1袋

1g

30g

300g

1袋

1kg

3袋

位が適当です（散布しやすい量に）。必ず、播種床→育苗→本圃（畑）全てに使用してください。
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本畑10aに相当する育苗培土に

本 圃

野 菜 類

播種、定植前なるべく早く
（注）
畑の土や肥料等で増量して表面散布

本 畑

果
樹
永年作物

礼肥、元肥施用時
（注）
畑の土や肥料等で増量して表面散布

畑 作

コーティング後

樹勢バランスも良い園地

基本的使用法

前処理

コーティング前

N農園様

収穫期間が長い
ブルーベリー 静岡県

種子コーティングでの使用方法

10a当り息吹LD300gを
種子にコーティング

T様

このあたりは、果樹の直売地帯で、皆
がライバルでもあり、良き仲間です。
息吹を使い始めて3年目。現在は全圃場
に使用しています。梨の糖度はいつの
時期に測っても15度以上あり、果樹組
合や、直売所で購入されるお客さんか
評判の幸水園地 大盛況です
らも、美味しい梨だと毎年評判です。
普通に剪定していても
中には、「こんなにおいしい梨は他には
600gを超える大玉!!
ない!」と毎週買いに来る方もいます。
今年は、長雨の後に一気に気温が上がっ
た為、玉が小さい時に登熟が進んでしまい、梨作りには比較的
不適な天候でしたが、幸水で600ｇを超えるものも多数収穫で
き、大玉率と食味の向上が両立する息吹農法のすごさを満喫し
ています。

大玉ぞくぞく

比較して、収量が増える

とっておきの話

花苗生産者

種苗会社の紹介で、半信半疑でしたが
息吹農法LDを使ってみた。まずベゴ
ニアの花の色の鮮やかさには感動した。
他の物と比べても断然良い! 日々草も
全く根腐れしなかった。千日草やペチュ
ニアにも使用すると、どの品種
の葉も花も色やツヤが今までに
なく良い。苗にボリューム感が
あり、色彩の良さは店頭
でも説得力は十分ある。
「こんな経験は初めてで
驚いた」と我が社に直接
電話を下さいました。こ
れからも他の品種にもど
んどん使っていきたいと
意欲的です。
「心が躍る」鮮やかに咲くベゴニア

岐阜県美濃加茂市

味 …品種によってバラツキがあるが、食感ではほとんどの品種
で大きな違いが判る

愛知県愛西市

大玉率と良食味が両立!

Y様

息吹農法LDミネラル使用3年、日
照不足と高温で心配したが、病気も
少なく、樹勢も良く、大玉で甘味の
あるいちぢくが収穫できた。歯ごた
えと日持ちも良いので、口コミで直
接買いに来るお客様も増えたのが嬉
しい。息吹を使うと大玉率と秀品率
が両立し、年々パック数も確実に増
えている。今年も好調です。

根張り …根量、根粒菌、根色からハッキリ違う
着 粒 …莢は茎にまんべんなく着き、下部に重点的に着いたものと
食

対照区
息吹区
食味、食感もけた違いに良い

今年も好調! いちぢく

対照区

鮮やか! 百日草、千日草、ベゴニア 他

糸見良平様

育

（注）増量は少し湿らせたもの20〜50

本畑10aにつき

LDの場合

LDミネラルの場合

300g

1袋

1g

30g

300g

1袋

1kg

3袋

位が適当です（散布しやすい量に）。必ず、播種床→育苗→本圃（畑）全てに使用してください。

息吹農法 発進

息吹農法の玉ねぎ 大評判!

（北海道道央地区）

岐阜県各務原市
カレーショップ ファルコン様

農産物の3大品目である、じゃが芋、たまねぎ、人参。これを主
力に有力産地グループ形成と市場拡大に全力を尽くしています。
今回の現地確認ですが、たまねぎの糖度が中心部で12.5度あり、
通常平均8度前後に比べ、はるかに高い! それにも増して食感に
腰があり、調理時の肉ヤセも少ない。
大規模栽培でも簡単
に効果が一作目より
発現され、また大玉
率と歩止まりもよく、
さらに鮮度も向上す
るため出荷箱数は大
きく増加します。

「息吹の甘い玉ねぎ」をふ
んだんに使い、小麦粉や
ルーを使わない本格的な
インドカレー店がオープン。
市主催のカレー祭にも出
店され、味の良さが大好
評でした。

型・サイズも揃っている
品種：スーパー北もみじ

郵

便

は

が

No.22
い

ぶ き

平成１９年１０月号

心 が 躍 る 息吹農法
息
吹
農
法
と
は
?

き

土壌改良剤 息吹農法グレードLDを使って天然物に近い強い生命力と高い栄養価を持ち、
しかも効率よく生産された水稲や野菜、果物、花卉、畜産物等の農産物の総称です。LDと
はLively＆Delicious（活き活き おいしい）の略です。
息吹及び息吹農法は、以上を意味する登録商標です。

歯ごたえ抜群!! 土佐文旦
（高知県 A農園様）
（秋田県 Nさん 水稲、野菜）
Sさん

水稲、野菜）

（山口県 Tさん 水稲、庭木）
（長野県 Sさん 水稲、大豆、野菜）

父（「俺がいなく
なってもこれだ
けは使え」と言っ
ていました）の
遺言通りのいい
苗ができていま
す。ありがとう
ございます。
（神奈川県 Kさん
水稲、
トマト、
きゅうり）

（栃木県 Oさん 食用菊、野菜）

えぐ味が少な
く、鮮度抜群!
それにも増し
て驚くのは、
実の歯ごたえ
の良さ!
来年度も楽し
みにしていま
す。大玉率や
鮮度の向上も
大きな利点で
すよ!

りっぱな文旦 味は最高!
（3月14日 撮影）

全野研より 感謝状

Tさん

個人情報の
取扱いについて

ケール、野菜）

（岐阜県 Yさん 水稲）

弊社では息吹だより等の送付にお客様の個人情報（お名前、ご住所、お電話番号、購入履歴等）を利用させていた
だいております。また、それらの個人情報をお客様ご本人のご了承なしに第三者に提供することはいたしません。

取扱販売店
大変厳しい暑さの中、御苦労された
方も多いとお察し申し上げます。
健康で、安心・安全・おいしい物を
いただくことは、当たり前ではなく
なっているようです。「本物」の育て
方や味を大切にしたいですね。（山田）

この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキと
古紙配合率100％再生紙を使用しています

（東京都）

今年で設立52年を迎えた全国野菜技術研究会の東京大会が開催されました。
トマトやキュウリの施設園芸農家を中心に、情報や技術を公開し合い、お互
いのレベルの向上に努めていこうとする全国組織です。
当社も養田昇前会長の御推薦で企業会員として10年程前に入会し、この度
は感謝状が贈られました。これもひとえに、御愛顧いただいた息吹愛好家皆
様の好成績の賜物と感謝致してお
テ員感
ッ会謝全
ク山状野
ります。今後とも会及び会員の皆
白口が研
井和贈発
孝夫ら
様の御発展
社委れ展
に
長員た寄
︒
︑
汎長左与
を心よりお
︑
し
か
陽エ
科スらた
山
祈り申し上
学・
デ形１
団
（株）ィ
県体
井ー
・
げます。あ
上エ大２
錦ス会社
一バ実に
社イ行対
りがとうご
長オ委し
ざいました。
皆様に感謝です

スタイリッシュグリーン 盆栽教室
（岡山県

〒501−3145 岐阜市芥見野畑３丁目５８番地の５
TEL（058）241−2401 FAX（058）241−2287
http://www.hanyokagaku.com
E-mail : ibuki@hanyokagaku.com

話題のカレー店

50

（長野県

発行所

（岐阜県関市）

新作盆栽風スタイリッシュグリーンの作り方教室が開催されました。参加者は関市洞戸地区のシルバー人材センターの皆様で、
もちろん息吹農法愛好家が中心です。
会場には洞戸地区の山野草やコケが用意
され、先生役の（有）亀屋 鈴木吉成社長
の指導の下、全員童心に返ったような気
持ちで完成させました。
主催者の人材センター所長の灘豊氏は「楽
しく地域興しができれば良いし、将来は
この盆栽が、名水高賀水に継ぐ名物にな
れば」と喜んで手伝いをされていました。
手ほどきを受ける受講者（左：鈴木社長）

おことわり：この息吹だよりには特別な場合をのぞいて、生産者御氏名は記載
しておりません。必要な場合は当社までお問合せ下さい。

園芸新聞'07.8.27 記事より

作品の評価もまた楽しい

息吹及び息吹農法は商標登録済です。
販売農産物にも許可なく使用することはできません。

