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　より安心して食べられる物を作り続けるこ
とが、「食育」の基礎となり、わが国の食料自
給率を上げることにもなります。息吹農法を
始めている皆さんはすでに「食育」の実践者
でいらっしゃいます。自信をもって、続けて
いきましょう。末筆ながら、本年も皆様のご
多幸をお祈り申し上げます。（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 

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。 

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。 

個人情報の 
取扱いについて 

取扱販売店 

（栃木県　Tさん　ぶどう） （福岡県　Sさん　ぶどう、柿） 

（宮崎県　Hさん　水稲、ぶどう） 

（神奈川県　Jさん　トマト、大根、その他） 

（石川県　Kさん　家庭菜園） （兵庫県　Oさん　水稲、玉ねぎ） 

息吹を使い続けたら!息吹を使い続けたら!

名古屋ビジネスフェア 名古屋ビジネスフェア 
11月7日名古屋市において、中小企業振興等の一環として、政府の後
押しを得たビジネスフェアが開催され、当社も今回初めて参加した。
400社あまりの出店企業の中で、農業関係の資材メーカーは少なかっ
たが、しかし、良い出会いが多くあり、商談・
受注も活発であった。特に、種子コーティン
グによる土壌改良方法はすばらしいと、実績、
データも信頼を得て、大学や技術関係者には
注目を浴びた。今後も積極的にこのような行
事に参加する予定である。 

規模は家庭菜園、しかしこだわりの農業に息吹農法を続けて15年。 
隣地のプロ農家との境目に※段差ができてしまった。おまけに、栗の木
には自然生育の霊芝が元気一杯に生え、土作りと生
命の不思議な関係が証明されているようで驚いている。 

※段差：息吹を毎年施用した栗林の土壌がフカフカに盛り

上がってきている。特別客土をしたりした訳では

ありませんよ（念のため） 
めずらしい天然霊芝 
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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。 

息吹マーク入 段ボール 

息吹農法 北から発進 

根張りだけではないゾ!! 葉振りも良し!!
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根張りだけではないゾ!! 葉振りも良し!!
パンジー  葉振り良し!　　　　　　　　　　　愛知県愛西市　花苗生産者　T様

本場で圧勝!  糖度1.5倍（中心部は12.5度）　  札幌市

平成２０年 新春号 
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東京市場へ安定的に供給するための体
制ができてきました。本年は、地球温
暖化とコロッケ関連企業の倒産等の影
響でじゃがいも等の市場価格が低迷を
続けています。そんな中、息吹農法で
品質の差別化と、価格の安定化を目的
として出荷を始めました。いくら言葉
で表現しても、息吹農法の農産物の良
さは理解されません。「まず味わってく
ださること」そうすれば、この抜群の
食味の高さが納得できるはずです。 

価格低迷でコストを掛けるのは、勇気が要りました。でもお客
様により良いものを届けたい気持ちで一杯です。すでにベゴニ
ア、百日草で使っていましたが、今回はパンジーに使用しました。 
わずかな使用量で、根張り良く、株全体にボリュームが出て、色
も鮮やかで競争力のあるものができました。 

特に葉振りの良さに感心して下さった　　○が息吹施用区 

対面販売で実績を上げている北海道地区のスーパーで、本場でも息吹農法の玉
ねぎが大好評であった。試食の段階でバイヤーから「こんな玉ねぎは初めての
経験」と評価をいただいた。核家族化に対応し、1個売りを店頭に並べたところ、
3～4日目から反応があり、リピートが増え出した。糖度はもちろん、歯ごたえ
も良く、生でも加熱でもよし、息吹農法の独壇場であった。今回は4店舗であっ

たが、次年度は全店舗に通年並べて欲
しいとの要望がきている。 
本年度は2町歩の作付であったが、
10a分の育苗培土に息吹農法LD1kg
の割合で混合して施用（慣行法で栽培）
し、機械移植しただけで、食味はもち
ろん大玉率や収量も大幅に向上した。
生産者の期待もさらに大きく膨らんで
いる。 売場全景 

息吹農法コーナー 品揃えも工夫されている 

北海道から届け食卓に!

使用法は簡単 
　・セル苗培土1 に息吹農法LD1g 
　・鉢土10 に息吹農法LD3kg　　　　それぞれ混合する 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 



岐阜県  山田勝一様

息吹農法で 
おもしろいこといっぱい!
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息吹農法

種子コーティング 

大豆  種子コーティング　　　愛知県安城市　T様
「米には手間を掛けても良いが、大豆には手間はかけられない」と言われ
ていたT様。「大豆の種子に息吹農法LDをコーティングするだけで土壌改
良ができますよ!」とお話をすると興味を持たれてすぐに使用されました。 
圃場でサンプリングしたものを左右に並べてみると、根の張りの違いがよ
くわかります。息吹区の方が根量が多くボリュームがあり、収量も坪刈り
の結果、約2俵多いことがわかります。 
来年は是非反収500kgを目指してほしいものです。（日比野） 

一作目より効果があり。特に過湿田、水ハケ不良の水田等では、初期
成育から違いが出る。 
収穫された大豆の外観も、色、ツヤ、形もハッキリと良さが出てくる。 

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

コーティング前 コーティング後 
1袋1kg入 
￥12,600

1袋10kg入 
￥6,090〔送料別途〕 

グレードLD LDミネラル 

息吹LDの付着をよくするた
めに、食用油またはキヒゲン
を薄く表面に塗布する。 

前処理 

種子コーティング!!種子コーティング!!続 

大きな反響 効果も大きい 大きな反響 効果も大きい 大きな反響 効果も大きい 

特 
長 

対照区 息吹区 対照区 息吹区 
20株の抜取写真　ハダ色から大きく違ってくる 

10a当り推定収量　　kg/10a
平均１粒莢（構成比率） %
平均２粒莢（構成比率） %
平均３粒莢（構成比率） %
平均未熟莢（構成比率） %

調　査　項　目 対照区 
299.3
27.5
61.1
3.5
7.9

百粒重　　　　　　 ｇ 26.5
10a当り推定株数　　  株/10a 11160.7

息吹区 
430.2
21.7
62.2
10.5
5.5
29.2

11574.1

百分比（%） 
143.7
78.9
101.8
300.0
69.6
110.0
103.7息吹区拡大  枝が湾曲せず木がガッシリしている 息吹区　生育にムラがなく揃っている 

収穫の秋は各地で農業関係のフェスティバルも多く開
催されます。 
長年息吹農法を施用されている山田勝一様は、今年も
里芋を地元農業祭に出品され、見事3年連続優秀賞を
受賞されました! 
一株当りの目方が審査の基準ですが、それだけではなく、
形と丸さが他を引き離しており、品種が違うのではな
いかとも言われる程、品質がよいです。 
芋やニンニク、キュウリ等タネイモや種子を更新せずに、
毎年連続して息吹農法と併用すると、品種が違ったか
と思われるほど、優良品になる場合が多いようです。
家庭菜園ではいわゆる自家種で楽しむのもお奨めです。
ちなみに、息吹農法の里芋は、炊き上がりが非常に早く、
もちろん、食味もチョット他の方法では追いつかない
レベルとなります。 

静岡県  K様  品種：宮川早生  12月初旬

ハウスみかんを超えた食味の感動みかん 

驚きの糖度 

長期にわたる価格低迷時代を抜け出したみかん生産、
生き残りはやはり「美味しさ」が第一です。 
根幹は施用3年目、2町歩の露地みかんでの驚くべき
成果です。反射シート等は使用せず、常識的な肥培管
理プラス息吹農法LDの施用です。 
計測部位によっては、糖度15度を超えるものもあり、
低いものでも13.2度、14度後半がほとんどでした。
もちろん糖度だけが食味ではなく、外皮の薄さと内袋
との密着度、皮むき具合等もおいしさの条件ですが、
このみかんは浮き皮はほとんどなく、内袋も薄いのに
果肉は歯ごたえタップリ。さらに箱詰め時、重量に達
しても、上部スキマが広がってしまい、それだけみか
んの比重が大きいのだとわかり、驚きの連続でした。 
市場関係者も試食し、「今までになくおいしい! ぜひた
くさん欲しい!」と大好評でした。 

息吹は肥料吸収力も高い!

温暖化傾向が強まり、収穫後も穂をつける水田があち
らこちらで見られます。写真は施用一年目の収穫後の
水田です。稲作の基準から論じると、 
 1. 収穫後も株が伸長しているか、していないか 
 2. 株が元気なのか、残肥が効いているのか 
なぜ、このような違いが出るのでしょうか? 
 

岐阜県  S様

絶対近所には内緒にしてください 

大玉、歯ごたえ抜群のいちご 

農機具店の展示会で購入以来、息吹農法LDを使用し
て4年目です。今年は夏場の高温障害のため、苺の苗
作りを失敗する農家が多い中、普及所の苺担当の先生
からも誉められました。（親株、子株、本圃の3段階で
使っていますが）大玉が多く、果肉に歯ごたえがある
のが特徴です。もち
ろん食味も抜群で
す。 
お米にも息吹農法
LDを使用していま
すが、ご近所が不作
の中、満足いく収量
が得られ、ますます
息吹農法に魅せられ
ています。

息吹農法のおかげです!

三連勝! おいしい里芋 

経済紙も
 

注目!
経済紙も

 

注目!
経済紙も

 

注目!

雑誌社の取材風景 中部経済新聞 '07.10.9 記事より 

岐阜新聞 '07.11.6 記事より 

日本経済新聞 '07.10.5 記事より 

息吹農法による種子コーティング方法は、生産者にとっても、楽しく
夢のような農業ができると好評。そんな実績が認められ、中部地区の
新聞にも取り上げられました。

坪刈りデータ 

岐阜県

対照区 息吹区 
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（神奈川県　Jさん　トマト、大根、その他） 

（石川県　Kさん　家庭菜園） （兵庫県　Oさん　水稲、玉ねぎ） 

息吹を使い続けたら!息吹を使い続けたら!

名古屋ビジネスフェア 名古屋ビジネスフェア 
11月7日名古屋市において、中小企業振興等の一環として、政府の後
押しを得たビジネスフェアが開催され、当社も今回初めて参加した。
400社あまりの出店企業の中で、農業関係の資材メーカーは少なかっ
たが、しかし、良い出会いが多くあり、商談・
受注も活発であった。特に、種子コーティン
グによる土壌改良方法はすばらしいと、実績、
データも信頼を得て、大学や技術関係者には
注目を浴びた。今後も積極的にこのような行
事に参加する予定である。 

規模は家庭菜園、しかしこだわりの農業に息吹農法を続けて15年。 
隣地のプロ農家との境目に※段差ができてしまった。おまけに、栗の木
には自然生育の霊芝が元気一杯に生え、土作りと生
命の不思議な関係が証明されているようで驚いている。 

※段差：息吹を毎年施用した栗林の土壌がフカフカに盛り

上がってきている。特別客土をしたりした訳では

ありませんよ（念のため） 
めずらしい天然霊芝 

名古屋市 

茨城県 

境目境目
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い　ぶ　き

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。 

息吹マーク入 段ボール 

息吹農法 北から発進 

根張りだけではないゾ!! 葉振りも良し!!

息吹農法 北から発進 

根張りだけではないゾ!! 葉振りも良し!!
パンジー  葉振り良し!　　　　　　　　　　　愛知県愛西市　花苗生産者　T様

本場で圧勝!  糖度1.5倍（中心部は12.5度）　  札幌市

平成２０年 新春号 

No.23

東京市場へ安定的に供給するための体
制ができてきました。本年は、地球温
暖化とコロッケ関連企業の倒産等の影
響でじゃがいも等の市場価格が低迷を
続けています。そんな中、息吹農法で
品質の差別化と、価格の安定化を目的
として出荷を始めました。いくら言葉
で表現しても、息吹農法の農産物の良
さは理解されません。「まず味わってく
ださること」そうすれば、この抜群の
食味の高さが納得できるはずです。 

価格低迷でコストを掛けるのは、勇気が要りました。でもお客
様により良いものを届けたい気持ちで一杯です。すでにベゴニ
ア、百日草で使っていましたが、今回はパンジーに使用しました。 
わずかな使用量で、根張り良く、株全体にボリュームが出て、色
も鮮やかで競争力のあるものができました。 

特に葉振りの良さに感心して下さった　　○が息吹施用区 

対面販売で実績を上げている北海道地区のスーパーで、本場でも息吹農法の玉
ねぎが大好評であった。試食の段階でバイヤーから「こんな玉ねぎは初めての
経験」と評価をいただいた。核家族化に対応し、1個売りを店頭に並べたところ、
3～4日目から反応があり、リピートが増え出した。糖度はもちろん、歯ごたえ
も良く、生でも加熱でもよし、息吹農法の独壇場であった。今回は4店舗であっ

たが、次年度は全店舗に通年並べて欲
しいとの要望がきている。 
本年度は2町歩の作付であったが、
10a分の育苗培土に息吹農法LD1kg
の割合で混合して施用（慣行法で栽培）
し、機械移植しただけで、食味はもち
ろん大玉率や収量も大幅に向上した。
生産者の期待もさらに大きく膨らんで
いる。 売場全景 

息吹農法コーナー 品揃えも工夫されている 

北海道から届け食卓に!

使用法は簡単 
　・セル苗培土1 に息吹農法LD1g 
　・鉢土10 に息吹農法LD3kg　　　　それぞれ混合する 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 




