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未来へつながる 息吹の輪

息吹を使用し始めてから20年
以上の奥村さん親子。
業界紙や地元テレビ局の取材
を受ける有名人です。
米作りが楽しくてしょうがないそうです。
主力のハツシモはポット苗の粗植栽培でその上、試作の
アイガモロボットを試験的に導入し、除草剤無しで栽培。
その結果、収量、品質ともに大幅に向上しました。
ほとんどが直売なので、顧客のお子様を中心とした収穫
祭も開催し、餅つき体験や
試食会など、大いに盛り上
がりました。

収 穫祭

from KOREA
息吹の噂を聞きつけ、韓国
の大手農業資材会社を経営
する金社長がご来訪くださ
いました。
大 豆、ナス、トマトなど、息
吹をご愛用いただいている
お客様の圃場を見学され、
熱心に話を聞き、
『息吹で日
本の農 産 物に勝つ！』と意
気込 んでいらっしゃいまし
た。負けられませんね！

ビジネスフェア2011

from MALAYSIA
マレーシアの実業家D.Lim氏と東京都内で商談。
キャメロンハイランドでの息吹LDによる多種類の栽培試
験において大きな手ごたえを感じられたご様子でした。
会談はトヨタ自動車と業務提携し、経営効率の改善に取
組む研究所内で行
われ『トヨタ生産方
式 』の 生 み の 親 で
ある大野耐一さん
の写真の前で記念
撮影しました。
東南アジアやオー
ストラリアを中心に
『 I B U K I 』ブランド
が 大きく展 開 する
日も間近です。

年に1度開催されるビジネスフェ
アに参加させていただきました。
様々な業種が一同に集まる、この
フェアですが、前回に比べ農業関
連のブースが少し減ったような気がします。
来場者も前回より減っていたような感じはありましたが、おか
げさまで当社ブースは前回以上の賑わい。かなりお待たせし
てしまったお客様もいたほど。それだけ農業、また『息吹農法』
に関心を持ってくださる方が多かったということです。
日本の農業、
これからですよ！

中国有機認定
中国吉林省で日中合弁農業事業を営むU社は省内
第一号の有機認定を受けました。中国では食の安
全性に敏感で、家庭の野菜ですら洗剤を使用して
いるそうです。
認定された農業会社はまだハウス５０棟ほどの経営ですが20名ほ
どの社員を雇っています。当社のリング移植方法
（JITシステム）
を
使い、野菜を10種類ほど生産し、契約栽培、出荷しています。
日本規格と同等の１袋180ｇのほうれん草も、日本円換算で200
円ほどで販売されているそうです。
息吹施用の食味は中国の方々にも充分理解されています。
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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息吹の雫Q2000って
息吹の雫Q2000ってなあに？
植物活性剤
植物活性剤

一流メーカー品や、実績のある商品がたくさん出回る植物活性剤。
そこに汎陽科学が自信を持って発売した息吹の雫Q2000とは何か？
息吹くんに詳しく解説してもらおう！
促進

り良し
根張

成長

Q2000

Q2000施用区

2ℓ入

対照区

対照区

Q2000施用区

Q1 目的はなに？
A

Q2000は発芽、発根や生育を健全に促進させ、色ツヤ向上、
活力向上、鮮度向上を目的としています。

Q2 どんな特長があるの？
A

効果が早く、分かりやすいです。
月１〜２回の少ない作業、
また２リットルで３,６７５円という低コスト、
安全物質から作られています。

Q3 何でできているの？
A

数百年以上経ったといわれている、土に戻る前の有機性を保った
天然植物の堆積物である、
「 腐植性ピートモス」
を、食品としても
使用されている
「重炭酸ソーダ」
で抽出した水溶液です。

早い！

腐植性
ピートモス

安い！

+

重炭酸ソーダ
重炭酸ソーダ

Q4 息吹との違いは何？
A

息吹は土壌改良剤であり、持続性があるため初期に施用すればよいのですが、即効性を求める場面で
使えるのが植物活性剤であるQ2000です。両方使用することが一番よいです。
また、息吹では使用しにくい灌水や葉面散布、浸漬等に使えるため用途が広がります。

Q5 使い方は？
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灌
水
葉面散布
播種時
（差し芽、一般）
※
灌
水
葉面散布
※
灌
水
収穫前葉面散布

希釈倍率
３０００倍
１０００倍
１０００倍
３０００倍
１０００倍
１０００倍
３０００倍
１０００倍
３０００倍

回数の目安
１回
１回
月１回
月２回まで
１回
月１回
月２回まで
月１回
１作１回

※灌水時は1000倍希釈で使用、または10アール当り1リットルを目安にご使用ください。

使 用 上 の 注 意
・よく振ってからご使用下さい。
・農薬との混合は基本的に禁止です。
・散布濃度が濃すぎたり、散布間隔が短いと焼け現象が出
る場合があります。
・無殺菌のため、開封後1年以内にご使用下さい。
・あやまって飲み込んだり目に入らないように注意して下
さい。
・衣服に付いた場合は、シミになるおそれがあ
りますのですみやかに洗い落として下さい。
・子どもの手の届かない所で、冷暗所に保管し
て下さい。
・植物の状態に合わせてご使用下さい。

の実績
息吹の雫Q2000Q2000
Q2000
Q2000 Q2000
トマト（岐阜県）

ベビーサンローズ（愛知県）

トマト名人のTさん、息吹
の雫Q2000を灌水に使用
されました。
施用4日目くらいから葉色が
濃くなり、樹勢と果実のバラ
ンスが理想的になってきたそ
うです。品質もズシリと重く、誰にも真似できそうにない素晴ら
しい出来栄えでした。

多肉植物の増殖過程に息吹の雫Q2000を使用しました。
親株から採取した燐片をQ2000の1000倍液に10分くらい漬
け、1〜2週間して発
根が見られたところ
でセル苗培土で育苗
します。
圧倒的に発根量の違
いが見られます。
写真の無 処理区は
一 番 良いも の を、
Q2000処理区は普
通のものを選んでい
対照区
Q2000施用区
ます。
全体写真はノウハウ
が あるので 公 開 は
控えて欲しいとのこ
とでしたが、今 後も
素 晴 らし い 結 果 が
出るのは間違いな
いと思わせる状況で
した。
対照区

ホウレン草

Q2000施用区

低品質培土も超レベルアップ
ホームセンターの目玉となっているプランター用の培土。低価格
での競争商品です。そんな培土もQ2000で一変。写真は1000倍
希釈処理と普通の水との比較
です。1ヶ月ほど自然放置し、蒸
発乾燥させました。処理区は腐
植の生成がしっかり進んでいる
事がわかります。
実際の場面ではプランターに播
種、移植するときに施用するだ
対照区
Q2000施用区
けです。
根張
り良
し！
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葉物の生産量ナンバー1は、
もちろんホウレン草です。
しかし、連 作 障 害や 季 節ご
との 品 種 選 定 に 苦 労 が 多
く、手 間がかかるのも事 実
です。
その上出荷近くに散水や葉面散布をしたくても水分を吸収しやす
く軟弱なホウレン草にとってはここが一番技術の必要なポイント
です。
Q2000を葉面散布で使用して1ヶ月、プランターの比較テストで
は大きな差異がでました。
今後は散布のタイミングを確立する事によって特に夏の雨よけハ
ウスホウレン草の大きな力となるでしょう。

グレードLD

￥3,675

￥12,600

SC300

1本300g 入

Q2000施用区

!

Q2000
2ℓ入

対照区

NEW

￥4,179

1袋1kg 入

LDミネラル
1袋10 kg 入

￥6,090
〔送料別途〕

６次元産業化のヒント

ユリ根（北海道）

（岐阜県）

足腰の強い生産農家や地域の活性化を目指し、農業の６次元化の振興
政策が進められています。農林水産省より経済産業省のほうが熱心で
あるような気もします。
当社は息吹農法普及の初期より生産物の規格出荷にプラスした工夫を
常に提案してきました。
「畑に一切のムダなし」が合言葉です。そ
れらの一例をヒントとしてご報告します。
①玄米茶
玄米の利用は既に十分すぎるほど知られ
ています。いまひとつ普及しないのは食
味が理由です。息吹施用のお米、特に玄
米部分は甘く、ヌカ臭さが全くないので玄
米加工品として販売するのに有利になり
ます。
②唐辛子
タカのツメと唐辛子を混合して作ります。
通常辛いのは種の部分で袋の部分は甘い
のが息吹施用の特長です。
写真の唐辛子はうどんを中心とした和食
のお店で好評だそうです。

京料理や薬膳料理などに欠
かせないユリ根。
北海道の田村さんより送って
いただきました。
ユリ根特有のエグ味がなく、
糖度は驚きの26度とかなり
高い結果でした。
栗やサツマイモの甘さ、ジャ
ガイモのホカホカさ、モチモ
チ感を全て掛け合わせたような独特でとても上品な味です。
貯蔵栄養分やマンナンなどを含み、多くの薬効成分があるそうです。
息吹施用のユリ根なら幅広く消費される可能性があり、栽培する人に
とっても消費拡大に繋がるでしょう。

玄米茶

Ｈさんのリンゴ（山形県）
届いた箱を開けると、とても
上品な香りと、美味しそうな
リンゴが顔を出しました。
青リンゴの食感と、インドリン
ゴの香りを掛け合わせた、力
強くて品のある良い味です。
ネーミングで困っていたＨさ
んに当社社長が『青春時代と
いう名前はいかが ですか？』
と提案し、現在の『青旬』とい
う名前に最終決定。
現在ではたくさんの実をつけているそうです。

唐辛子

豆腐（滋賀県）
同じ製法なのに、素材が違うだけで食味、
食感がこれほど違うものか！と驚かされる
結果がでました。
今回、中国産大豆と息吹使用大豆で豆腐を
作っていただき比較しました。工場の責任
中国産大豆
息吹使用大豆
者も息吹大豆のほうが圧倒的に美味しいと
の評価。味は濃厚、また箸で持ったときのコシ、弾力など、違いは明らか。
スーパーなどでこだわり豆腐はよく見かけますが、価格差を埋められる
かどうかが今後の課題です。しかしこれならば消費者も納得し、受け入
れてくれることでしょう。

お便り紹介
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お米が大収穫で、
近年にない豊作
の年でした。
お米の粒がだんだん大きくなって
黒豆に使ってみたら、周りの人は悪 きたし、
しいなが少なく、重量も重
かったのに、
ウチのは根張りが良かっ い。息吹は欠かせないです。
た。次回は野菜にも使ってみたいと
岐阜県 T様
思います。
兵庫県 K様
タマネギに使用。玉にしまりがあっ
息吹を使うと育ち方が超一流だね。
て、
日持ちがイイ。
稲のコーティングに使ったら根張りが 色がきれいだからお店に並べても
とてもよく、稲の根がそうめんみたい 誰よりも先に売れます。
に太いよ。次回は野 菜の種をコー 息吹を使うと、
タマネギのツンとし
ティングしようと思います。
たキツイ匂いがないのです。
山口県 Y様
岐阜県 S様

個人情報の
取扱いについて

「ええ〜っ！スナップ！？？？
スナックじゃないの？」
「スナップエンドウ」
と書いてあり、疑問を持ったことはありませんか。
塩茹ですると鮮やかな緑色になり、
さやと豆が両方食べられるえんど
う豆のことです。
1970年代にアメリカから輸入された品種で、
snap-bean、ポキンと折れる意味のスナップ
からきているそうです。日本のメーカーが商品
名を
「スナックエンドウ」
としたところから、いつ
のまにかスナップとスナックが共存しているそ
うです。昭和58年に農水省が
「スナップエンド
ウ」
に統一したのですが、まだまだ
「スナックエ
サカタのタネ より
ンドウ」
もあるようです。

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。

編 集後記（K）

取扱販売店

息吹をご愛用のお客様から一番要望の多かった、植物活性剤。
長い研究期間を経て、ようやく完成しました。
従来の土壌改良剤である息吹と併用することでさらに驚くべき結果
が出ます。
今年も収穫の喜びが増えることを楽しみにしております。

http://ameblo.ｊｐ/ibuki01/
HANYOKAGAKU
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この印刷 物は、環 境に
配慮した資 材と工場で
製造されています。

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。

