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水稲の大型生産者の𠮷原徳治さん。
自家用野菜まで何でも息吹を使用さ
れています。写真はヨーロッパでは
大ブームとなった、『皇帝ダリア』
です。平成20年は台風の上陸が
まったく無かった年です。その影響
もあり各地で大型の皇帝ダリアが秋
空に映えていました。写真は息吹を
使用したもので全長5mを超えてい
ます。（竹の支柱が3m）
よく観察してみると息吹施用したも
のは花数が多く、色艶もよく、しか
も花持ちが優れているように思いま
したよ。

大きくするだけならそんなに難しくない
のが大根です。春先、家庭菜園の取り残
しとして大きなものが目に付きます。
写真の大根は平均1本当り5～6㎏あり
ます。もちろん大きくなる品種ですが、
肉質が良く十分食べれるのです。息吹を
使用していない場合は硬くて包丁が入ら
ないほどです。取り残しのホウレン草や
小松菜も見捨てずに食用にしてみてくだ
さいね。

今年も恒例の息吹農法勉強会が開催されました。山形県の息吹農法普
及会の伊藤商店様（天童市）の主催です。
雪降りの日でしたが、昼、夜と2部開催され、大勢の来客がありました。
ほとんどが息吹施用のお客様ばかりで今回は特別に息吹農法の面白い
使用方法をお土産話
としてさせていただ
きました。毎年来所さ
れる方もあります。こ
れも息吹の地道な普
及と見事な効果が発
現されているからに
他なりません。

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。

取扱販売店
今回編集を担当させて
いただきました営業の

井上です。この胡蝶蘭は私の誕生日に新
潟の山田社長から頂きました。宅配され
た日に息吹を散布し、あとは週に1度の
水遣りだけです。2ヶ月経った今でも私
はもちろん、社員一同、またお客様の目
を楽しませてくれます。ステキなものは
みんなを幸せにしてくれますね。（井上）

全長5mも超えた見事な皇帝ダリア

高知県　Ｙ様 山口県　Ｙ様 岐阜県　U様

神奈川県　Ｍ様石川県　Ｔ様

自家菜園のジャガイモがなく
なり、北海道産ならと思って
買って食べたら大変まずく感
じました。息吹の素晴らしさ
を家族一同再認識しました。

編集後記編集後記編集後記

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。
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APO「環境保全型農業のための生産管理」

アジア11カ国の代表者21名が集まるAPO
（アジア生産性機構）。そこが開催する会
議にゲストとして呼んでいただきました。
農業の生産性向上を目指し、より効果のあ
る資材、取り組みなどの情報を共有する会
議です。
日本で効果が高く、コストパフォーマンス
に優れた土壌改良剤ということで取り上
げていただきました。
特に種子コーティングについては反響が大
きく、質問や熱い議論が交わされました。
会議後も質問攻めでした。息吹も25年、
海外にも認められ始めましたよ。 息吹農法説明会議の様子

息吹農法息吹農法息吹農法世界が注目世界が注目世界が注目

平成２１年４月号

（2月2日／東京都千代田区APO内にて）

時代は農業分野に期待しています
̶ビジネスプラン 2009̶

愛知、岐阜、三重の東海3県で、注目の新技術を発表するビジ
ネスプラン発表会2009に呼んでいただきました。公的機関
から投資家まで、様々な分野の方から注目を浴びました。

やはりここでも話題の中心は、
『種子コーティング』
これほど簡単に、しかも僅かな量
で土壌改良ができる資材は世界広
しといえどもなかなか見つからな
いですよ。息吹農法、じわりじわり
と認められてます。
皆さんは世界に先駆けて息吹を使
われてるということは、誰よりも
先見の明がある証拠ですね。

  （3月6日／名古屋市）



新技術 続々開発中！！続々開発中！！ あれれ!？  白菜？ キュウリ 自家種

農機具店の河田機工
さんより勧められ、息
吹を使用して4年にな
ります。
初めから全面積を規
定量より多めに使われ
ています。
今年は一部、対照区を
作ってみました。
葉掻きの時、対照区の
葉の小ささに気がつ
き息吹の良さを再確認
していただきました。

味もお客さんに喜んでいただき、ますます力がはいります。
取材のときに直接買いにこられたお客様もいましたよ。

同地区のイチゴ農家が廃業していく中、『土作りが基本』と、美味
しいイチゴ作りのために研究熱心なＳさん。息吹はマニュアル
通り、『親株床』『子株床』『本圃』の 3段階で使用しています。
6年間息吹を使用していますが、不作の年はなく、今年のイチ
ゴも大玉で箱数が多いとのことです。
また果肉がガッシリと
し歯応えも抜群で、Ｓさ
んのイチゴは「特に美
味しい」と評判です。
米にも息吹を使用して
いますが、倒伏も無く、
毎年10aあたりの収量
が親戚よりも1～2俵多
いと、ご主人も満足の
笑顔でした。

１）増量は少し湿らせたもの20～50ℓが適当です（10a当り）。　 ２）必ず、親株床→子株床→本畑全てに使用してください。               
３）水耕栽培においても、親株床、子株床にも使用してください。　

イチゴの施用方法
使用する場所 散布方法・時期 使用量 LDの場合 LDミネラルの場合

培地の種類に関係なく、定植前なるべく
早く（畑土や肥料等で増量し、表面散布）

本畑10aにつき 1kg 3袋

定植時なるべく早く
（畑の土や肥料等で増量し、表面散布）本
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本畑10aに相当する
育苗培土に

培土1t（1,000ℓ）
につき

300g 1袋
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

子
株
床

培土調整時に混合

本畑10aにつき

1kg 3袋

親株定植時なるべく早く
（畑の土や肥料等で増量し、表面散布）親
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　床

地床

高設用
プランター

受けポット

本圃

本圃

イチゴ スペシャルイチゴ スペシャルイチゴ スペシャル

一体全体ナニモノ??
四葉のキュウリの種を自家摂取し続けて10年目。近所
の人が、成ったキュウリを見て、どんな品種ですか?と驚
かれています。
左側は市販の四葉胡瓜です。右側が10年間息吹施用の
ものです。大きさが3年目くらいからハッキリと違ってき
たそうです。息吹によって遺伝子が変わるのではなく、
元気な性質が
受け継がれて
いった結果と
推定していま
す。種苗メー
カーさんや播
種圃場での息
吹使用の参考
になります。お
勧めですよ!!

Ｆ種苗の試験農場では常に色々な作物
で息吹の試験をしていただいてます。
今回は白菜をレポートします。
圃場で遠くから見る限り、息吹区は小さ
くて、どことなく寂しい感じがします。
対する比較区は葉が横に広がり、圃場は
にぎやか。パッと見ると比較区の方が収
量が多そうです。
ところが１株ずつ抜き取り調査をしてみ
ると、あれ？　あれれ!？
結局息吹を使用した方が尻太りでガッ
シリし、重量もズッシリした白菜でした
よ。同じことがレタスなどでも報告され
ていますよ。

米・大豆・小麦で約100ha経営している石川さん。「種子コー
ティングならば手間がかからない」という点で大豆から使用し始
め既に3年が経ちました。最初は半信半疑の石川さんも大豆収穫

前の圃場確認の際、息吹区大豆の
『根張りの良さ』『根粒菌の多さ』
に驚き。現在では米・大豆・小麦、殆
どの圃場で息吹を使用しています。
大豆の反収も同地区では2年連続
1位となり、お伺いするたびに上機
嫌。今年もたくさんの農家さんを紹
介していただき、家族揃って息吹の
普及にも力を入れてみえます。

大豆でも調子が良く、麦にも
挑戦してみた。圃場で見る限
りは揃いが良く、一部抜き取
りしてみると、丈は少し短い
がガッシリとして根張りにも
違いがでている。収穫が楽し
みです。

土作りに熱心なYさん、
近くの農機具店で息
吹を勧められた。
根の長さ、白さなど、
息吹区に圧倒的な優
位性を感じていただ
いた。
土壌消毒をせずに栽
培しているので、病
気が怖いが根の力で
どこまで防げるか、
ということを期待し
ていただいている。

切り花の鮮度維持を目的とした活性剤を研究し
ています。今までの資材は水上げを向上し、切り
口の腐敗を防止したり、栄養剤の吸収を良くした
りなどの方法が主流です。その上、開花を抑制し
たり、より花の日持ちを保つ商品が既に市場にあ
ふれています。それらは花屋さんで店員さんの手
が荒れたり、使用済みの水が環境汚染にも繋がっ
ています。
今回の試作品は花の寿命を抑えるのではなく、精
一杯、最後まで開花させる、そして花や葉の色ツ
ヤも向上させたいという、少し角度の違ったとこ
ろから製造してみました。写真はキンセンカの比
較です。100倍液使用、家庭の仏花や、花瓶用に
テストしてみました。今のところ発売の予定はあ
りません。

（岐阜県　F種苗 試験農場）
（広島県　清水さん）

大規模移植栽培でも簡単施用! 花の鮮度向上!
（静岡県　たまねぎ　Yさん）

切り花いきいき　試作品!!

写真はなんでもないハウスの高設栽培に見えます。
しかし実は、息吹農法によるトンデモナイ、ハイテク
技術で安価で簡単なシステムが稼動しています。
ネット状のリング内に播種して床置き移植をしま
す。全て手作業です。それでもハウスの年間回転率
と歩留まりの良さが魅力です。息吹によって多細根
型の発根をするため可能となった方法です。

ネットリングで植物工場

大豆 麦
麦

種子コーティング種子コーティング種子コーティング
（愛知県西尾市　石川喜久雄さん）

（三重県菰野町）

（愛知県　小麦）

数十ha経営している大規模農
家さんに息吹は大変好評で
す。大豆、米、小麦の種籾に規
定量の息吹をコーティングす
るだけで、本圃の土壌改良が
できるため、手間もかからず
簡単だということです。播種
後、約1ヶ月の写真ですが既に
根張りに違いが出ています。
また、圃場で確認を行うと、
息吹使用の小麦が若干丈が短
く、葉先まで立っています。

10a当り推定株数　　　  株/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
9,460.7

23.6
60.2
5.5
10.6

百粒重　　　　　　 ｇ 30.2
10a当り推定収量　　　   kg/10a 236.2

息吹区
9,587.7

21.3
64.4
8.2
6.1

33.7
286.3

百分比（%）
101.3

90.1
106.9
147.6
57.7

20株子実数 粒 1,652.0 1,771.0 107.2
20株子実重 ｇ 499.4 597.3 119.6

平均最下着莢高 cm 12.4 11.6 93.5
平均主茎長 cm 70.6 68.4 96.9

111.6
121.2

※播種：7月末　収穫：12月頭　品種：ふくゆたか

平成19年産大豆坪刈調査結果

息吹農法を
楽しんでい
ただいている
石川さん

ネットリングによる水菜の栽培

品種／こがね1号　　定植日／10月16日

セル苗育苗培土に混合、本圃不使用

品種：いわいのだいち

（岐阜県羽島市　Mさん）とちおとめ （岐阜県　Ｓさん）美 濃 娘

すべて左側が対照区、右側が息吹区 市販の種 10年目の自家種
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対照区 息吹区

対照区 息吹区

植物工場へ

簡単に変化！
植物工場へ

簡単に変化！

対照区 息吹区

対照区 息吹区
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りません。

（岐阜県　F種苗 試験農場）
（広島県　清水さん）

大規模移植栽培でも簡単施用! 花の鮮度向上!
（静岡県　たまねぎ　Yさん）

切り花いきいき　試作品!!

写真はなんでもないハウスの高設栽培に見えます。
しかし実は、息吹農法によるトンデモナイ、ハイテク
技術で安価で簡単なシステムが稼動しています。
ネット状のリング内に播種して床置き移植をしま
す。全て手作業です。それでもハウスの年間回転率
と歩留まりの良さが魅力です。息吹によって多細根
型の発根をするため可能となった方法です。

ネットリングで植物工場

大豆 麦
麦

種子コーティング種子コーティング種子コーティング
（愛知県西尾市　石川喜久雄さん）

（三重県菰野町）

（愛知県　小麦）

数十ha経営している大規模農
家さんに息吹は大変好評で
す。大豆、米、小麦の種籾に規
定量の息吹をコーティングす
るだけで、本圃の土壌改良が
できるため、手間もかからず
簡単だということです。播種
後、約1ヶ月の写真ですが既に
根張りに違いが出ています。
また、圃場で確認を行うと、
息吹使用の小麦が若干丈が短
く、葉先まで立っています。

10a当り推定株数　　　  株/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
9,460.7

23.6
60.2
5.5
10.6

百粒重　　　　　　 ｇ 30.2
10a当り推定収量　　　   kg/10a 236.2

息吹区
9,587.7

21.3
64.4
8.2
6.1

33.7
286.3

百分比（%）
101.3

90.1
106.9
147.6
57.7

20株子実数 粒 1,652.0 1,771.0 107.2
20株子実重 ｇ 499.4 597.3 119.6

平均最下着莢高 cm 12.4 11.6 93.5
平均主茎長 cm 70.6 68.4 96.9

111.6
121.2

※播種：7月末　収穫：12月頭　品種：ふくゆたか

平成19年産大豆坪刈調査結果

息吹農法を
楽しんでい
ただいている
石川さん

ネットリングによる水菜の栽培

品種／こがね1号　　定植日／10月16日

セル苗育苗培土に混合、本圃不使用

品種：いわいのだいち

（岐阜県羽島市　Mさん）とちおとめ （岐阜県　Ｓさん）美 濃 娘

すべて左側が対照区、右側が息吹区 市販の種 10年目の自家種

対照区息吹区

対照区 息吹区

対照区 息吹区

対照区 息吹区

植物工場へ

簡単に変化！
植物工場へ

簡単に変化！

対照区 息吹区

対照区 息吹区



皇帝ダリア （愛知県犬山市）皇帝ダリア （愛知県犬山市） 盛り上がる大根と土! （愛知県　松崎さん）盛り上がる大根と土! （愛知県　松崎さん）

20年以上続く説明会　       （山形県　伊藤商店さん）20年以上続く説明会　       （山形県　伊藤商店さん）
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水稲の大型生産者の𠮷原徳治さん。
自家用野菜まで何でも息吹を使用さ
れています。写真はヨーロッパでは
大ブームとなった、『皇帝ダリア』
です。平成20年は台風の上陸が
まったく無かった年です。その影響
もあり各地で大型の皇帝ダリアが秋
空に映えていました。写真は息吹を
使用したもので全長5mを超えてい
ます。（竹の支柱が3m）
よく観察してみると息吹施用したも
のは花数が多く、色艶もよく、しか
も花持ちが優れているように思いま
したよ。

大きくするだけならそんなに難しくない
のが大根です。春先、家庭菜園の取り残
しとして大きなものが目に付きます。
写真の大根は平均1本当り5～6㎏あり
ます。もちろん大きくなる品種ですが、
肉質が良く十分食べれるのです。息吹を
使用していない場合は硬くて包丁が入ら
ないほどです。取り残しのホウレン草や
小松菜も見捨てずに食用にしてみてくだ
さいね。

今年も恒例の息吹農法勉強会が開催されました。山形県の息吹農法普
及会の伊藤商店様（天童市）の主催です。
雪降りの日でしたが、昼、夜と2部開催され、大勢の来客がありました。
ほとんどが息吹施用のお客様ばかりで今回は特別に息吹農法の面白い
使用方法をお土産話
としてさせていただ
きました。毎年来所さ
れる方もあります。こ
れも息吹の地道な普
及と見事な効果が発
現されているからに
他なりません。

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。

取扱販売店
今回編集を担当させて
いただきました営業の

井上です。この胡蝶蘭は私の誕生日に新
潟の山田社長から頂きました。宅配され
た日に息吹を散布し、あとは週に1度の
水遣りだけです。2ヶ月経った今でも私
はもちろん、社員一同、またお客様の目
を楽しませてくれます。ステキなものは
みんなを幸せにしてくれますね。（井上）

全長5mも超えた見事な皇帝ダリア

高知県　Ｙ様 山口県　Ｙ様 岐阜県　U様

神奈川県　Ｍ様石川県　Ｔ様

自家菜園のジャガイモがなく
なり、北海道産ならと思って
買って食べたら大変まずく感
じました。息吹の素晴らしさ
を家族一同再認識しました。

編集後記編集後記編集後記

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。

No.26

APO「環境保全型農業のための生産管理」

アジア11カ国の代表者21名が集まるAPO
（アジア生産性機構）。そこが開催する会
議にゲストとして呼んでいただきました。
農業の生産性向上を目指し、より効果のあ
る資材、取り組みなどの情報を共有する会
議です。
日本で効果が高く、コストパフォーマンス
に優れた土壌改良剤ということで取り上
げていただきました。
特に種子コーティングについては反響が大
きく、質問や熱い議論が交わされました。
会議後も質問攻めでした。息吹も25年、
海外にも認められ始めましたよ。 息吹農法説明会議の様子

息吹農法息吹農法息吹農法世界が注目世界が注目世界が注目

平成２１年４月号

（2月2日／東京都千代田区APO内にて）

時代は農業分野に期待しています
̶ビジネスプラン 2009̶

愛知、岐阜、三重の東海3県で、注目の新技術を発表するビジ
ネスプラン発表会2009に呼んでいただきました。公的機関
から投資家まで、様々な分野の方から注目を浴びました。

やはりここでも話題の中心は、
『種子コーティング』
これほど簡単に、しかも僅かな量
で土壌改良ができる資材は世界広
しといえどもなかなか見つからな
いですよ。息吹農法、じわりじわり
と認められてます。
皆さんは世界に先駆けて息吹を使
われてるということは、誰よりも
先見の明がある証拠ですね。

  （3月6日／名古屋市）


