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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。

農業活性化の

原点。
毎シーズン各所、各社で開催される展示会や勉強会。例年通り、代わり映えしないように
思えますが地元の生産者のやる気向上や情報交換の重要な行事です。
機械が行き渡り、高齢化や米価が足をひっぱっているようにみえますが、それらを吹き飛
ばす、工夫や熱意のこもった発表の場が提供される展示会。
主催者側の工夫と努力をお客様と分かち合いたいですよね。

ブログでも人気のゆるキャラ
「とっとりなしお」君。
テラファーマ様は中国吉林省
でも野菜栽培の合弁会社を
立ち上げています。

超大型展示会
ヰセキ東海 本社 様

変わらない！
山形県息吹農法普及会 様

こだわりの広告、展示！
田中農機 様

地域の名産品を生み出す
テラファーマ 様

最新情報が集まる！
富山県商組 様

情報発信！
ヰセキ東海 尾張西部支店 様

地域密着！
ヤンマー農機販売 稲沢支店 様

ブログでも人気のゆるキャラ

基幹店ならではの
　　　迫力のラインアップ！

25年間、ブレない方向性

個人店ならではの
　　きめ細かい心配り！

全てはお客様のために

家族のような温かい接客

業者専門の展示会。
　最新、最先端の商品や
　　　　　技術が集まる！

す
ご
い
ね
！

ふむ
　ふむ…

登
場
！

登
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ライバル！

▲官民協同でとりくみ、
　名物へ。

◀日本海新聞



教えて！
いぶき君

教えて！
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Q2000
2ℓ入

新商品

植物活性剤は
①肥料、栄養剤系 ②酵素、ホルモン剤系
③植物エキス系 ④微量イオン系 ⑤界面活性剤系 等、
ほとんど出揃っています。
長い研究期間を経て発売開始した「息吹の雫Q2000」は
それらに属さず、お手ごろな価格、使用回数の少ない使い
やすさ、またレベルの高い、早い効果を実現するのが大き
な特長です。

Case❶ ネギ 1週間で違いがハッキリ！

POINT!

右側がQ2000を1000倍希釈
し、灌水で使用した区です。
使用後１週間で、葉色も濃くなり、
生育も明らかな違いが。
太さが揃い、肉質も優れたものに
なっています。

コメント

Q2000施用区Q2000施用区対照区対照区

Case❷ トマト 豊作！！
葉先まで元気で、特に低温、日照
不足の天候状況の中でも今のと
ころ豊作が続いています。
収量、秀品率もよく、安定出荷で
き、品薄の中で高値となり喜んで
いらっしゃいます。

コメント

Case❸ ナス 使い易い価格！
日照不足と燃料高の逆風の中、使
用しました。１回目は土質の悪いハウ
スで施用。対照区より明らかに元気
さが違ってきたので全ハウスで使
用しました。元気の良い証拠に、開
花の勢いが良いことが分かります。

コメント

Case❹ ホウレン草 業務用にも対応しやすい！
葉色が濃く、ツヤがあり、肉厚に
なりました。
液肥との混合により、効果も増大
しました。
業務用の大株にも対応できる出
来上がりに満足です。

コメント

作　物：ハウストマト
場　所：岐阜県
撮影日：H24年3月
使用方法：息吹LDと併用
 10a当り1リットル、
 1000倍 灌水 月1回

作　物：ナス
場　所：愛知県
撮影日：H24年2月
使用方法：息吹ＬＤと併用
 １０ａ当り１リットル
 １０００倍 灌水 月１回

植物活性剤「息吹の雫Q2000」
実際はどうなの？

植物活性剤「息吹の雫Q2000」
実際はどうなの？

植物活性剤「息吹の雫Q2000」
実際はどうなの？

植物活性剤「息吹の雫Q2000」
実際はどうなの？

作　物：細ネギ
場　所：岐阜県
撮影日：H24年2月 
使用方法：息吹LDと併用
 1000倍 灌水 月1回

作　物：ホウレン草（クローネ）
場　所：三重県
撮影日：H24年3月
使用方法：定植時 1000倍液 1回
 1000倍 灌水 月1回
 3000倍 葉面散布 収穫2週間前 1回



2ℓ入
￥3,675

息吹の雫
Q2000

NEW!

・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。
・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。
・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。
・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。

作　　物
水　　稲

野　　菜

花　　卉

果　　樹

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　　

使 用 上 の 注 意

使 用 方 法
使　用　方　法
催　　芽
播 種 時
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

※

※

※

※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。

Case❺ シクラメン 棚持ち向上！
作　物：ガーデンシクラメン
場　所：岐阜県
撮影日：H24年4月
使用方法：1000倍 灌水 月1回
 3000倍 葉面散布 月2回

作　物：トマト
場　所：愛知県
撮影日：H24年3月
使用方法：1000倍
 灌水チューブで施用 月1回

年末年始商戦の売れ残り品で比
較試験です。
使用後すぐに花弁が揃いだし、葉
色も艶やかになりました。
棚持ちも向上するのでお店で並
べる時にも喜ばれます。

コメント

Q2000施用区Q2000施用区対照区対照区

Case❼ トマト 次の日に分かる違い！
使用翌日に葉先がシャキっとしたことに驚
かれました。直売用なので食味にこだわっ
て出荷されています。糖度ばかり追いかけ
ると鮮度が悪く、生産コストが高くなるの
ですが、Ｑ２０００は値段もお手ごろで、差
別化するには大きな力になっています。

コメント

Case❽ 麦 息吹ＬＤとの併用で効果倍増を狙う！
作　物：麦
場　所：愛知県
撮影日：H24年2月
使用方法：息吹LDと併用
 3000倍 成長過程で散布予定

もともと息吹LDを水稲、大豆、麦と大面積に
使用してくださっている石川様。息吹LDを使
うと麦でも写真のように茎が太く、根張りの優
れたものが出来る。常に研究熱心で、今回の
新商品Q2000を使用することでより品質の
良いものができることを期待されています。

コメント

Case❻ ユリ 収穫が楽しみ！
切花用なので、開花し出荷まで待
たないと結果は評価できません。
しかし現状での発芽揃い、茎の
太さ、色の濃さがよく、収穫にと
ても期待が持てる姿になってい
ます。

コメント
作　物：ユリ
場　所：岐阜県
撮影日：H24年3月
使用方法：1000倍 灌水 月1回



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

P-B10069

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。

編集後記
毎年各代理店様で開催される展示会。
出来るだけ顔を出させていただくようにしております。
なかなか普段お会いできないお客様と直接お話をさせていただくこ
とで、お客様の御要望や感謝の言葉をいただきます。
今後も皆様に愛される会社になるよう、社員一同邁進してまいります。
　　　　　http://ameblo.ｊｐ/ibuki01/
　　　　　HANYOKAGAKU

（K）

「トマトは
  観賞用だった！？」
トマトの原産はペルーだといわれています。
食べると毒でデキモノが出来、さらにそれが癌にな
ると信じられ誰も食べていなかったそうです。
１６世紀初頭からヨーロッパに、観賞用植物として伝わりました。１７世紀初頭
のあるフランス人画家が勇気を持って食べた最初の人だそうです。１８世紀に
なると、広く愛される野菜になりました。
日本には江戸時代に伝わってきたそうですが、やはり最初は観賞用植物だっ
たそうです。食材として利用するようになったのは日本にやってきてからなん
と１５０年以上もたった明治維新以降。一般に普及したのは昭和に入ってから
だそうです。
今では品種改良と栽培技術の向上で美味しい物が出回り、食卓の定番に。最
近ではダイエットブームで取り上げられていますが、トマトに含まれる「ギャバ」
という成分は精神を安定させる効果もあり、今後も要注目の素材です。

初めて息吹を購入しました。比較
できるように区別し使用しました。
昨年散布したところは芽吹きが
１週間ほど早いことに気がつき
ました。
今後が楽しみです。（桃に使用）

山梨県　Y様

ホウレン草には年２回、息吹を
使っている。お米は粒の形がと
ても良い。
味は毎年食べてるから分からな
いが、みんな美味しいといってく
れるので息吹が効いているのだ
と思う。 奈良県　O様

LDを里芋に使いました。期待以
上の驚きの結果で大喜びです。
炊き上がりも早く、道の駅でもど
うしてこんなに美味しいのかと大
好評です。息吹を使って良かっ
たです。 愛知県　N様

お便り紹介

取扱販売店

韓国総代理店決定

今シーズンは日照不足等の気象条件も加
わり、年末年始の出荷最盛期に野菜価格
の大幅上昇がありました。
そのような中、息吹JITシステムのハウス
は安定出荷ができ、改めてこの栽培方法
の良さが目立っています。

息吹 JITシステム （岐阜県）

今年で３年目、トップ産地
の中でもトップ集団の方々
に息吹の説明。今回は、前回の息吹を使用した実際の畑
のデータを基に話をさせていただきました。
息吹を使用すると収量が増えることだけではなく、不良
率が大幅に減り、粒の大きさや丸み等に優位な結果が
でることをご納得いただきました。
またいつものように多くの質問が飛び交い、トップグルー
プの目線の高さを改めて感じさせられる、充実したひと
時でした。今年も収穫が楽しみです。

篠山市 丹波 黒豆 足元にある６次元産業化のヒント
最近、テレビや雑誌でよく取り上げられている「ごぼ
う茶」。
ゴボウのアク（灰汁）は他の植物のアクと違い、ポリ
フェノールが主成分です。
テレビで人気の南雲吉則先生の「若返りダイエット」
で有名になりましたが、ゴボウの黒いアクは抗酸化作
用があり、血液をサラサラ
にする働きがあります。毛
細血管の密度の高い眼や
腎臓等の血流を良くする
のでメタボ予備軍には評
判になっているようです。

㈱韓国園芸資材
の金社長

韓国の中央部   大田市のホテル会議室にて  ２/27

雑誌で韓国の生産者を
公募。多くの問い合わせ
がありました。

右／農耕と園芸
　　2012年2月号
左／デジタル
　　農学雑誌
　　2012年2月号

海外からの御問合せで多かった国の一つ、
韓国。
このたび、㈱韓国園芸資材様（ソウル）に
弊社の韓国総代理店になっていただくこ
とが決まりました。
それに伴い、販売代理店、大学教授、生産
農家や業界会長等と、懇親会を含め勉強
会が開催されました。
韓国の金社長をはじめ、通訳の先生、弊
社の井上と、熱のこもった１日でした。
韓国も水稲をはじめ、イチゴ、果樹等、高
品質の農産物に取り組む流れとなってい
ます。

なるほど！

1袋10kg入
￥6,090〔送料別途〕

LDミネラル
1袋1kg入 ￥12,600
グレードLD

1本300g入￥4,179
SC300農
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2ℓ入￥3,675
Q2000 NEW!

大活躍
更なる高みを目指す
トップ集団

試験栽培農家
募集公示

千葉県　T様

神奈川県　H様

山口県　Y様

広島県　O様


